
 

 

 

 

 

 
 

 

（秘書室） 

八百津町では、臨時職員を募集しています。元気とやる気のある方をお待ちしています。 
 

○募集人数 1名 

  ※エクセル・ワードを使って入力できる方 

  ※普通自動車免許（AT限定可）を持っている方 

○任用期間 平成２９年６月５日 ～ 平成３０年３月３１日 

  ※更新あり （条件）勤務成績による 

○業務内容 一般事務 （地域振興課地域振興係 ふるさと納税担当） 

○勤務条件 （勤務時間）毎週月～金曜日 午前８時３０分から午後５時１５分 

     ※業務によって平日夜間・土・日曜日、祝日の勤務あり 

  （賃金）  月額１４１，６００円 

  （諸手当） 通勤手当 

期末手当（初年度１２月 1.375 ヶ月×８０％）更新した場合年間 2.6 ヶ月 

時間外勤務手当を支給 

○福利厚生 社会保険・雇用保険・非常勤職員公務災害補償条例適用 

  年次有給休暇・特別休暇・病気休暇あり 

  健康診断は社会保険加入者で協会けんぽの助成のみ適用 

○募集期間 平成２９年４月 12 日 ～ 平成２９年 5月 12 日 （履歴書必着） 

○試  験 面接選考 平成２９年 5月 16 日予定（後日郵便でお知らせします。） 

 

 

 

 

 

（日本赤十字社八百津町分区） 

毎年みなさまにご協力いただいております「日本赤十字社員増強運動」が、今年も 5 月から 6

月まで行われます。会費は、日本赤十字社が国の内外にわたる災害救援活動をはじめ、奉仕活動、

血液事業、医療事業などを行うための資金となります。４月下旬から、自治会長さんを通じて会費

を募集いたしますので、赤十字の趣旨をご理解いただき、みなさまのご協力をお願いいたします。 
 

○会費額  協力会員 （これまでの「一 般 社 員」）･･･５００円以上 

     会  員 （これまでの「特 別 社 員」）･･･２，０００円以上 

     ※岐阜県支部に住所・氏名・寄付額・寄付日等のデータを登録できる方。 

登録されない方については、金額に関わらず協力会員となります。 
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お 知 ら せ Information 八百津町役場 

第２号 （平成２９年４月２０日発行） ☎４３－２１１１ 

お問い合わせは、 

役場 秘書室（本庁舎２階） 

     電話 43-2111（内線 2202）まで 

お問い合わせは、 

役場 健康福祉課（保健センター内） 

日本赤十字社八百津町分区 

電話43-2111（内線2569）まで 

 

     電話 43-2111（内）まで 



 

（地域包括支援センター） 

５月９日（火）に実施する「らく楽トレーニング講座」は、大変ご好評により、定員に達しまし

たので、受付を終了いたしました。たくさんのお申し込みありがとうございました。 

ご来所いただいたにも関わらず、お申し込みをお受けできなかった方には、深くお詫び申し上げ

ます。 

なお、今後の講座は下記のとおり計画しています。みなさまのご参加をお待ちしています。 
 

 

講座実施日 申し込み受付期間 

1 ６月１３日(火) ５月２２日(月)～６月２日(金) 

2 ７月１１日(火) ６月１９日(月)～６月３０日(金) 

3 ８月８日(火) ７月１８日(火)～７月２８日(金) 

4 ９月１２日(火) ８月２１日(月)～９月１日(金) 

5 １０月１０日(火) ９月１９日(火)～９月２９日(金) 

6 １１月１４日(火) １０月２３日(月)～１１月２日(木) 

7 １２月１２日(火) １１月２０日(月)～１２月１日(金) 

 

 

 

 

（日本ゼネラルフード） 

八百津・錦津・久田見保育園で働いていただける調理従業員を募集します。 
 

○募集人数 ２名 

  ※おおむね６０歳未満で、３年以上勤められる方 

○勤 務 日 平成２９年５月から（応相談） 

○業務内容 園児・職員の給食に関わる業務 

○勤務条件 （勤務時間）午前８時から午後５時（休憩１時間） ※実働８時間 

  （休日）  保育園休業日に準ずる 

  （その他） 給与ならびに待遇は下記日本ゼネラルフード（株）の規定に準じますので 

お気軽にお問い合わせください。  

 

 
 

 

 

 

 

 

お問い合わせは、 

八百津町地域包括支援センター 

（保健センター内） 

電話 43-2111（内線 2566・2567）まで 

お問い合わせは、 

日本ゼネラルフード（株）人材開発部 

愛知県名古屋市守山区八剣２丁目１１８番地 

 電話 0120-19-7733（担当：米澤）まで 

「らく楽トレーニング講座」とは･･･ 

トレーニング機器を利用した運動の効果・

目的、機器の使い方や運動上の注意点

について学びます。 



 

（教育委員会） 

今年も八百津町 B&G プールで“ベビースイミング教室”を開催いたします。 

親子で楽しく遊びながら、広～いプールで水に親しむことができる大変よい機会です。 

みなさまのお申し込みをお待ちしています。 
 

○開 催 日 6月 1 日、8日、15 日、22日、29日、7 月 6日、13 日 

  （毎週木曜日、全 7 回） 

○開催時間 午前 10 時～11時 

○対 象 者 平成 29 年 4月現在で、1歳～保育園入園前の子どもとその親 

○定  員 親子３０組 

○料  金 ３，８３６円（受講料３，５００円 ＋ 保険料３３６円（※親子２名分）） 

○申込期間 ５月８日（月） ～ ５月２６日（金） 

○申込方法 申込用紙に必要事項を記入の上、受講料とともに受付窓口へ提出してください。 

  申込用紙は八百津町教育委員会、B&Gプールにあります。 

○受講特典 受講者には、特製スイムキャップ（幼児用）をプレゼントします。 

 

 

 

 

 

 

 

（潮南マレットゴルフクラブ） 

「潮南マレットゴルフ場」がオープンして 3 年がたちました。 

近隣のみなさまに広くご利用いただき、誠にありがとうございます。 

このたび、町民の親睦を深めるため、マレットゴルフ大会を開催します。 

みなさまお誘い合わせの上、ぜひご参加くださいますようご案内いたします。 

○と き 5月１７日（水） 小雨決行 

○と こ ろ 潮南マレットゴルフ場 （八百津町潮見２６４－１） 

○日 程 受 付：8時００分～ 

  開会式：8時 30分～ 

  競 技：8時４５分～ （３６ホール ストロークプレー個人戦） 

  表彰式・閉会式：競技終了後 （各男女１～５位 特別賞 参加賞等あり） 

○参加資格 八百津町在住、在勤の方ならどなたでも OK です。（先着 144名） 

○参 加 費 1人 １，０００円 

  （ご希望の方には、スティック・ボールを無料でお貸しします。） 

○申込方法 5月１０日（水）までに、潮南マレットゴルフクラブの窓口、または電話・ファックスで 

  お申し込みください。 ※氏名、性別、生年月日、住所が必要です。 

○主 催 潮南マレットゴルフクラブ 

○後 援 八百津町 

 

 

 

 

お問い合わせは、 

八百津町教育委員会（ファミリーセンター内） 

電話 43-0390（内線 2518） 

または、八百津町 B&G海洋センタープール 

電話 43-0773 まで 

お問い合わせ・お申込みは、 

潮南マレットゴルフクラブ 

（八百津町潮見２６４－１ 潮南マレットゴルフ場内） 

電話・ファックス ４２－１０３０まで 



 

（総務課） 

八百津町では特設人権相談所（悩み事相談）を開設し、人権擁護委員が相談を受け付けていま

す。相談は無料で秘密は固く守られます。お気軽にご相談ください。 
 

悩み事相談（人権相談）開設日 
○と  き ５月１０日（水） 午後１時３０分～午後４時 

○と こ ろ 八百津町ファミリーセンター、久田見出張所  
 

 

 

 
 

（地域包括支援センター） 

のぞみの丘ホスピタルの精神保健福祉士による個別相談を実施します。 

「眠れない」「食欲がない」「閉じこもりがち」「物忘れ」等の心配事の相談を受け付けます。 

時間予約が必要なため、事前に電話でお申し込みください。 

○対  象 ６５歳以上の高齢者、ご家族、支援に関わる方（ケアマネージャー、民生委員など） 

○と  き ５月８日（月）午後１時３０分～午後３時３０分 

○と こ ろ 八百津町保健センター 

認知症介護者家族の会「オレンジサークル」を開催します。 

「リラックスエクササイズ」で心も体もリラックスしましょう。 

エクササイズの後は茶話会もあります。介護について語り合いませんか。 

○と き ５月３１日（水）午後１時３０分～午後３時 

○と こ ろ 福祉センター（ゆうゆう） １階 介護予防訓練室 

○内  容 リラックスエクササイズ（講師：健康運動指導士 金子真美氏）、茶話会 

○持 ち 物 水またはお茶、運動靴 

 

 

 
 

（裁判所） 

裁判所では、国民のみなさまに新しくできた制度や裁判手続を知っていただくために、 

毎月テーマを定めて、裁判所ウェブサイトでご案内しています。 

５月のテーマは「憲法週間を迎えて」です。ぜひご覧ください。 

 

 

 

 

お問い合わせは、 

八百津町地域包括支援センター 

（保健センター内） 

電話 43-2111（内線 2566・2567）まで 

お問い合わせは、 

役場 総務課 広報行政係 

電話 43-2111（内線 2215・2216）まで 

お問い合わせは、 

岐阜地方裁判所事務局 総務課 

電話（058）262-5122 まで 

裁判所ウェブサイト 

http://www.courts.go.jp/index.html 



１．と  き 平成２９年１０月１５日（日）午前９時３０分スタート 

２．コ ー ス 岐阜市内 岐阜県庁 発着 ３２．４ｋｍ（１０区間） 

３．区 間 第１区（高校女子）  ３．４ｋｍ 第６区（小学男子）   １．６ｋｍ 

  第２区（中学女子）  ２．１ｋｍ 第７区（高校男子）   ５．４ｋｍ 

  第３区（小学女子）  １．５ｋｍ 第８区（一般・高校男子）５．５ｋｍ 

  第４区（中学女子）  ２．２ｋｍ 第９区（中学男子）   ３．１ｋｍ 

  第５区（４０歳以上） ２．２ｋｍ 第１０区（一般・高校男子）５．４ｋｍ 

４．選手募集        合計 ３２．４ｋｍ 

 (１)選手区分 高校生、一般、４０歳以上（３区分のいずれか） 

  ※年齢基準日は、平成２９年４月１日現在 

 (２)応募資格 ①平成２９年９月１日現在、加茂郡内に在住または在勤している者。 

  ②他県在住であっても出身中学校または高校所在地が加茂郡内である者。 

  ③高校生は保護者の承諾を得ること。 

５．申 込 先 八百津町教育委員会（ファミリーセンター内）※応募用紙は窓口にあります。 

５．申込締切 平成２９年５月３１日（水）厳守 

 

 

（森林組合） 

八百津町森林組合では、下記により無料修理会・即売会を開催します。 

チェンソー・草刈機の調子はいかがですか？ 

 林業機械のことなら森林組合にお任せください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（教育委員会） 

10 月に開催される「第 9 回ぎふ清流郡市対抗駅伝競走大会」に加茂郡チームとして出場します。 

第 9 回大会の概要をお知らせするとともに、高校生・一般・４０歳以上の選手候補者を募集します。 

ご応募いただいた方を対象に、練習会および最終選考会を実施し、代表選手を決定します。 

加茂郡内のランナーのみなさまのご応募をお待ちしています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

開 催 日 ５月 11日（木） ５月１2日（金） 

開催場所 役場久田見出張所前 森林組合事務所前 

開催時間 両日とも午前９時３０分～午後４時 

そ の 他 修理における部品代は実費負担していただきます。 

お問い合わせは、 

八百津町森林組合 

     電話 43-1895 まで 

 

お問い合わせは、 

八百津町体育協会事務局（教育委員会内） 

電話 43-0390（内線 2518）まで 



 

（社会福祉協議会） 

社会福祉協議会では、壊れたおもちゃの修理を行う「おもちゃ病院」を下記のとおり開設します。 

修理したいおもちゃがある方は、ぜひこの機会にご利用ください。 

○と き ６月１０日（土） 午前９時３０分 ～ 午前１１時３０分 

○と こ ろ 福祉センター（ゆうゆう） １階 介護予防訓練室 

○費 用 無料（ただし、部品交換が必要な場合は実費をご負担いただきます。） 

○申 込 み 事前の予約が必要です。６月７日（水）までに社会福祉協議会（☎４３－４４６２）へ 

  お申し込みください。 

 

 

 

 

 

（岐阜県） 

 自動車税の納期限は５月３１日（水）です。 

自動車税は、教育や福祉などの行政サービスを行うための大切な財源です。必ず納期限までに納

めましょう。銀行などの金融機関、コンビニでの納付のほか、インターネットを利用したクレジッ

トカードによる納付もできます。 

 詳しくは自動車税の納税通知書（５月８日発送）をご覧ください。 

 

 

 

 

（ハローワーク美濃加茂） 

 ハローワーク美濃加茂では、平成３０年 3 月卒業予定者の採用を計画している事業主向けの求人

取扱説明会を開催します。 

 新卒者を採用予定の事業主の方はぜひご出席ください。 

○と き 5月２５日（木） 午後２時～ 

○と こ ろ みのかも文化の森 緑のホール （美濃加茂市蜂屋町上蜂屋３２９９－１） 

○内 容 最近の雇用失業状況について 求人の取扱いについて 

○対 象 者 平成３０年３月新規学校卒業者の採用を計画している事業主 

  ※出席ご希望の方は事前にお申込みが必要です。詳しくは下記ハローワーク美濃加茂に 

   お問い合わせください。 

 

 

お問い合わせは、 

岐阜県自動車税事務所 

電話（058）279-3781 まで 

お問い合わせは、 

ハローワーク美濃加茂 学卒担当 

美濃加茂市深田町１－２０６－９ 

電話（058）279-3781 まで 

お問い合わせ・お申込みは、 

八百津町社会福祉協議会（福祉センター内） 

電話 43-4462 まで 


