
 

 

 

 

 

 
 

 
 

（健康福祉課） 

八百津町学童保育では、下記のとおり夏休み期間限定で学童保育指導員を募集します.。 
 

○職務内容 保護者が昼間労働等により不在となる家庭の小学生児童を学童施設等で保育します。夏

休み期間は利用児童が多くなるため、現役指導員と共に児童の安全・安心に心掛けなが

ら温かく子どもを見守り、活動していただきます。 

○募集人員  若干名 

○応募資格  １８歳以上の健康な方 

○雇用期間  ７月２０日（木）～８月２８日（月） 
○勤務場所   ・八百津学童クラブ･･･福祉センター（ゆうゆう）２階 学童室 

      ・錦津学童クラブ･･･錦津公民館 ２階 学童室 

       ・和知学童クラブ･･･和知小学校横 和知放課後児童クラブ室  

        ・久田見学童クラブ･･･久田見環境改善センター 1階 和室 

○勤務時間  ＜開設時間＞ 平日 午前８時～午後６時  

※勤務日・勤務時間等の勤務体系は、各学童施設での勤務シフトにより調整しま

す。半日程度の勤務を基本としますが、勤務に関しての日数や時間等でご希望があ

ればご相談ください。 

○賃  金  時給９００円 

       ※保育士、幼稚園教諭、教員免許のいずれかを所持の方は時給１,１００円 

○お申し込み方法 

       ６月１９日（月）までに、窓口で直接、またはお電話でお申し込みください。 
※期限前であっても採用決定により必要人員に達した場合は、締め切らせていただ

く場合もありますので、お早めにお申し込みください。 

また、お申し込みがない場合は延長します。 

 

 

 

 

（地域振興課） 

いつも人道の丘公園の遊具をご利用いただきありがとうございます。 

当遊具は毎年劣化部分の補修を行ってきましたが、このたび大規模な改修を 

行うことになり、現在工事に取りかかっています。 

下記の期間は遊具の使用ができなくなりますので、みなさまのご理解ご協力 

をお願いします。 
 

○工 事 期 間 ８月１８日（金）までを予定 
○工事の内容 木部分の取替、鉄部塗装、ロープ等取替の予定 

 

 

 

回 

覧 

お 知 ら せ Information 八百津町役場 

第５号 （平成２９年６月２日発行） ☎４３－２１１１ 

お問い合わせは、 

役場 地域振興課 商工振興係 

電話 43-2111（内線 2255）まで 

お問い合わせは、 

役場 健康福祉課 子育支援係 

電話 43-2111（内線 2564）まで 



 

 

（岐阜フットボールクラブ） 

FC 岐阜ホーム戦の 7 月 9 日（日）京都サンガ F.C 戦（午後６時キックオフ）は、 

「八百津町」と「美濃市」のホームタウンデーとして開催されます。 

特典として八百津町民の方先着５００名が無料招待されます。 

ご希望の方は、下記の FC 岐阜【申込フォーム】から、お手続きをお願いします。 
 

【申込フォーム：FC 岐阜 感動を共にチケット「ともチケ」】 http://fc-gifu.com/kandou/ 

※申込フォームからの入力完了後は、当日（7 月 9 日）試合会場にある「ともチケブース」で 

本人確認を行い、申込人数分のチケットをお渡します。 

 ※「ともチケ（無料招待）」の申込はインターネットのみとなりますことをご了承ください。 
 

岐阜県内の小学生は夢パスで、FC 岐阜ホーム戦全試合が無料となります

（年間パスポート）。 

「2017FC 岐阜 夢パス」の申込は、下記「夢パス案内」から印刷した 

所定の申込用紙または、広報やおつ６月号（6 月２０日発行）に掲載する 

申込用紙に必要事項を記入の上、FC 岐阜ホーム戦の試合会場にある「夢パス

受付ブース」に持参して、夢パスの交付を受けてください。 
 

【夢パスのご案内】 http://www.fc-gifu.com/information/18324 

 

 

 

 

（岐阜労働局） 

 外国人（特別永住者などを除く）の雇入れおよび離職のときは、氏名、在留資格などハ

ローワークへ届け出てください。 

 外国人労働者の適正な雇用の推進および不法就労の防止をはかることについて、事業主

をはじめ、みなさまのご理解とご協力をお願いします。 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

お問い合わせは、 

(株)岐阜フットボールクラブ 

電話(058)231-6811まで 

お問い合わせは、 

岐阜労働局職業対策課 

電話(058)245-1314 

または、ハローワーク美濃加茂 

電話(0574)25-2178まで 

http://fc-gifu.com/kandou/
http://www.fc-gifu.com/information/18324


（自衛隊岐阜地方協力本部） 

○と き ７月２日(日) 午後１時３０分～午後３時３０分 （午後 1 時～開場） 

○と こ ろ 長良川国際会議場 メインホール （岐阜市長良福光 2695-2） 

○入 場 料 無料（整理券が必要です。往復はがき又は E-mail で応募してください。） 

○主 催 自衛隊岐阜地方協力本部 
 

○応募方法 往復はがき又は E-mail に、以下①～⑥の内容をご記入の上、お申し込みくだ

さい。６月１５日（木）必着です。※応募者多数の場合は抽選となります。 

①代表者の氏名②年齢③住所④電話番号⑤観覧希望者数(最大４名まで) 

⑥観覧希望者の名前と年齢 

応募先：自衛隊岐阜地方協力本部 

       〒502-0817 岐阜市長良福光２６７５-３ 

         E-mail : recruit1-gifu@pco.mod.go.jp 

 

※詳しくは HP （URL : http://www.mod.go.jp/pco/gifu/）をご覧ください。 

 

 
 

 

 

（可茂消防事務組合） 

可茂消防事務組合では、来春採用予定の消防官を募集します。 
 

【採用人数】 消防官(消防士)として勤務する職員 ６名程度 
 

【受験資格】 ・大学、短大、高校またはこれらと同等の学校卒業の学歴を有する者 

（平成３０年３月卒業見込者を含む） 

 ・平成３年４月２日から平成１２年４月１日までに生まれた者 
 

【受付期間】 ７月１１日（火）～ ８月３日（木） 
 

【試  験】〔第１次試験〕 

・教養試験、適性検査 

日時：９月１７日（日）午前８時５０分 

         場所：県立可児高等学校（可児市坂戸９８７－２） 

  ・体力試験 

  日時：９月１８日（月）午前９時 

  場所：美濃加茂市中央体育館（プラザちゅうたい） 

（美濃加茂市太田町１９１６－１） 
 

〔第２次試験〕 ※第１次試験の合格者を対象とします。 

  ・口述試験、作文試験 

日時：１０月１７日（火）午前８時３０分 

場所：可茂消防事務組合消防本部庁舎（美濃加茂市加茂川町３－７－７） 

  

 

 

 

 

 

 

お問い合わせは、 

可茂消防事務組合 消防本部 総務課 

電話(0574)26-0144まで 

お問い合わせは、 

自衛隊岐阜地方協力本部 

電話(058)232-3127まで 

URL%20:%20http:/www.mod.go.jp/pco/gifu/


（岐阜県遺族会） 

日本遺族会は、「戦没者遺児による慰霊友好親善事業」の参加者を募集しています。 

の事業は、厚生労働省から補助を受け実施しています。 

先の大戦で親などを亡くした戦没者遺児を対象に、戦没した旧戦域を訪れ慰霊追悼を 

行うとともに、同地域の住民と友好親善をはかることを目的としています。 

参加費用は 10 万円です。 

昨年参加されていなければ、複数回の応募もできます。 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（放送大学 岐阜学習センター） 

放送大学では、平成 29年度第 2 学期（10 月入学）の学生を募集しています。 

放送大学はテレビなどの放送や、インターネットを利用して授業を行う通信制の大学です。 

心理学･福祉･経済･歴史･文学･自然科学など、幅広い分野を学ぶことができます。 

出願期間は、第 1回は 8 月３１日まで、第 2回は 9 月 20日までとなっています。 

資料を無料で差し上げますので、お気軽に下記連絡先までご請求ください。 

放送大学のホームページでも受付をしています。 

 

 

 

 

・日程などのお問い合わせは、 

日本遺族会 

電話(03)3261-5521まで 

・お申し込みは、 

岐阜県遺族会 

電話(058)266-7303まで 

実施地域(広域地域) 

①旧満州 

②旧ソ連 

③モンゴル 

④西部ニューギニア 

⑤マリアナ諸島 

⑥東部ニューギニア（1次） 

⑦トラック・パラオ諸島 

⑧マリアナ諸島 

⑨北ボルネオ・マレー半島 

 

⑩フィリピン（1 次） 

⑪ソロモン諸島 

⑫ミャンマー（1 次） 

⑬台湾・バシー海峡 

⑭東部ニューギニア（2次） 

⑮ミャンマー（2 次） 

⑯フィリピン（2 次） 

⑰中国 

実施地域(特定地域) 

①西部ニューギニア 

②ビスマーク諸島 

③マーシャル・ギルバート諸島 

◆大学説明会 

岐阜学習センター 

（OKB ふれあい会館内） 

６月２４日（土） 

   ２５日（日） 

７月 １日（土） 

    ２日（日） 

    ８日（土） 

   １５日（土） 

８月１２日（土） 

   １３日（日） 

 

多治見分室 

（ヤマカまなびパーク内） 

７月１６日（日） 

 ８月 ６日（日） 

 

高山分室 

（高山市民文化会館内） 

 ７月 ９日（日） 

 ８月 ５日（土） 

お問い合わせは、 

放送大学 岐阜学習センター 

電話(058)273-9614まで 



 

（岐阜労働局） 

労災保険と雇用保険の申告・納付期間は、7 日 10 日までです。 

岐阜労働局、各労働基準監督署では、申告書の受付を行っています。期限直前は窓口が大変混雑するこ

とが予想されますので、お早めにお出かけください。 

なお、手続きはパソコンから行うこともできますので、インターネットで電子政府の総合窓口「イーガ

ブ」をご覧ください。 

 

 

 

 

 

厚生労働省は、夏季を迎えるにあたり、職場における熱中症を予防するため、 

「ＳＴＯＰ！熱中症 クールワークキャンペーン」を展開します。 

キャンペーンの期間は 9 月 30 日までとなっており、7 月を重点取組期間とし

て、従業員の熱中症を予防するために必要な取組事項の実施を促しています。 

詳しくは、厚生労働省のホームページでご確認ください。 

 

 

 

 

 

 

（国土交通省 中部運輸局） 

自動車はわたしたちの生活に欠かせない移動手段となっている一方、交通事故の発生状況は依然として

厳しく、また、自動車の排出ガス、騒音などによる環境の悪化が深刻な社会問題となっています。 

とくに、窓ガラスへの着色フィルムの貼付、誤認をまねく灯火の色の変更、土砂などを運搬するダンプ

のリアバンパーの切断・取り外し、騒音の増大をまねくマフラーの切断･取り外しまたは基準不適合マフ

ラーの装着など、不正改造を施された車両は、みなさんの安全をおびやかし、他の人に迷惑をかけるもの

として、排除が求められています。 

また、大型車の速度抑制装置（スピードリミッター）の不正改造も社会問題になっています。 

国土交通省では、このような状況を改善し、車両の安全確保および環境保全をはかることにより、みな

さんの安全、安心を確保するため、関係団体などと協力して「不正改造車を排除する運動」を全国的に展

開しています。特に 6月を「不正改造車排除強化月間」として、いっそう強力に取り組みます。 

 

詳しい情報は、こちらのインターネットサイトをご覧ください。（www.tenken-seibi.com） 

 

不正改造車などに関する情報提供・ご相談・お問い合わせは、下記にお寄せください。 

お問い合わせは、 

岐阜労働局 労働保険徴収室 

電話(058)245-8115まで 

お問い合わせは、 

岐阜労働局 健康安全課 

電話(058)245-8103まで 

お問い合わせは、 

国土交通省中部運輸局 岐阜運輸支局 整備担当 

「不正改造車・黒煙１１０番」 

電話(058)279-3715まで 

http://www.tenken-seibi.com/


Member
井上光彦（Guitar）
木澤 晃（Bass）
井上恭子（Vocal）

主催：八百津町教育委員会☎０５７４-４３-０３９０

開場18:30
開演19:00

結成したてのホヤホヤバンド！
なんと今回のささゆりコンサートでデビュー！
全てオリジナル曲で、歌詞を大切にしながら、
恋のドラマを展開します。
若い男女の不安な恋、続けてはいけない二人の
恋、どうしても忘れられない皮肉な恋、
果たして恋の行方は…。
三部構成のステージです♪どうぞお楽しみに！

みんなで
来てね！

ささゆりコンサートは、入場無料・申込不要の
気楽なコンサートです☆

マイ・フーリッシュ・ハート

ささゆりコンサート♪

B(ベース)・G(ギター)＆ヴォーカルトリオ

６月１６日(金)

八百津町ファミリーセンター
２階 大研修室


