
 

 

 

 

 

 
 

 

（健康福祉課） 

家族の健康のために、おいしくてバランスの取れた食事が簡単に作れたら、

とってもうれしいですよね♪ 

バランス食のコツがつかめれば、毎日の食事にも活かせます。 

見て、体験して、楽しく学ぶ、そんな教室に参加してみませんか？ 
 

○と き ８月３０日（水） 午前９時３０分から午後１時 
  ※健康カレンダー記載の日程（８/２９）から変更になりました。 

○と こ ろ 保健センター 

○内 容 ①今の自分を知ろう！（血圧・体重・体脂肪率などの測定） 

  ②保健師のとっておきのおはなし 

  ③食のプロと一緒に 

楽しく学ぼう！考えよう！体験しよう！ 

  ④バランス食クッキング＆試食 

○もちもの エプロン、三角巾、手ふきタオル、ご家庭の味噌汁 
  ※ご家庭の味噌汁の塩分測定をしますので、汁を少しご持参ください。 

○参 加 費 ３００円（昼食つき） 

○申込方法 ８月２３日（水）までに、保健センター窓口で直接または 

お電話でお申し込みください。（定員１５名） 

 

（八百津蘇水園） 

まだまだ暑い日が続きますが、夏バテしていませんか？ 

養護老人ホーム 八百津蘇水園では、残暑に負けず、9 月も当園の入所者と

地域の交流をはかり、みなさまに楽しい時間をすごしていただくことを目的

として、ホーム喫茶とカラオケクラブを地域に開放します。 

特に、ひとり暮らしの高齢者の方や、高齢のご夫婦の方々のご利用をお待ち

しております。 
 

○と  き ホーム喫茶  9 月 7 日(木) 午後 2 時から 3 時 

カラオケクラブ 9 月 14 日(木) 午後 1 時から 3 時 

○利用方法 ホーム喫茶には、ご自由にお越し下さい。 

（ただし満席の場合、集会室でお待ちいただく場合があります。） 

カラオケクラブは前日までにお電話・ファックスにてお申し

込みください。 

○交通手段 駐車場もありますが、台数に限りがあるため乗り合わせてお

越しいただくか、公共交通機関をご利用ください。 

最寄りのバス停「コミュニティバス八百津大橋(南宮神社前)」から徒歩 5 分 
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お申し込み・ 

お問い合わせ先 

健康福祉課 

健康増進係 

電話 43-2111 

 （内線 2561･2562） 

お申し込み・ 

お問い合わせ先 

養護老人ホーム 

八百津蘇水園 

（八百津町八百津 

2996-2） 

電話 43-0070 

FAX 43-4352 

ファ 



（教育委員会） 

大晦日の風物詩・紅白歌合戦にも出場した早稲田大学混声合唱団の皆さん

が、今年も八百津にやって来ます！ 

昨年もその美しい歌声で、会場が感動に包まれました。 

元外交官杉原千畝さんの出身校である早稲田大学と交流することで、人道・

博愛主義を思い起こしていただくとともに、本物の芸術を鑑賞し、心にうる

おいを与え、生きがいづくりにつなげましょう。 

みなさまのお越しをお待ちしています。 
 

○と き ８月３１日（木）午後６時３０分開場 午後７時開演 

○と こ ろ ファミリーセンター 大ホール 

○出 演 早稲田大学混声合唱団 ／ ピアニスト 加藤露弥 

○入 場 料 無料（先着５００名） 

 

八百津の秋の始まりは何と言っても筑前琵琶演奏会。 

人道の丘公園シンボルモニュメントで開催される、八百津町在住の筑前琵琶

演奏家、田中旭泉（たなかきょくせん）さんの演奏会も、今年で１１回目を

迎えます。 

かがり火を焚いた幻想的な会場で聞く筑前琵琶の音色･･･これはまさに八百

津でしか開催できない演奏会です。 

今年から５年間は「平家物語」をテーマに、筑前琵琶の演奏と朗読をお届け

します。今回は「琵琶と朗読でつづる平家物語～第一章・人として武士とし

て～」と名付けました。 

夜空にまたたく星空の下、虫たちの声とともに奏でられる音の饗宴に触れ、 

心静かなひとときをすごしませんか？ 
 

○と き ９月２日（土）午後６時開場 午後７時開演 

○と こ ろ  人道の丘公園 シンボルモニュメント特設会場 

（雨天の時：ファミリーセンター 大ホール） 

○出  演  田中旭泉（筑前琵琶演奏）  森優美子（朗読） 

三木秀生（平家物語講演） 

○入 場 券  ５００円（八百津町ファミリーセンター・役場各出張所・ 

杉原千畝記念館にて好評発売中！） 
 

【同日開催！平家物語講演会】 
同日午後４時から、ファミリーセンター２階大研修室にて、 

三木秀生先生による講演「楽しい古典！無茶苦茶面白い平家物語」を開催！

古典の入り口をぐっと広げてくれる、楽しい楽しい講演会です。 

演奏会での平家物語の世界が深まりますよ。 

入場無料、申し込み不要です。ぜひお越しください。 

 

お問い合わせ先 

八百津町教育委員会 

生涯学習係 

電話 43-0390 

（内線 2515） 

早稲田大学 
マスコットキャラクター 

WASEDA BEAR 



（日本ゼネラルフード） 

八百津町学校給食共同調理場では、２学期（８月３０日）から、一緒に働い

てくださる調理員を募集します。 

八百津の子どもたちに、おいしく安全な給食を届けるお手伝いをお願いしま

す。 
 

○業務内容 給食調理業務全般もしくは調理補助 

○就業時間 午前８時から午後 5 時の間で応相談（短時間可） 

○時  給 ８００円から応相談（調理経験者優遇） 

○待  遇 交通費(社内規定)・各種保険完備・制服貸与・有給休暇 

食事補助 

○休  日 学校休業日に準ずる 

（パート勤務者は小・中学校の長期休業と同様の休日あり） 

 

 

（地域振興課） 

小規模企業者と中小企業を対象に少人数制のミニセミナーを開催します。 

テーマは、『売れる商品づくり、販売のために“外せないコト”』です。 

お客様の『欲しい』『買いたい』という心理に、いかに働きかけるかについ

て学びます。 

ミニセミナー終了後は、個別の経営相談も行いますので、ぜひご利用くださ

い。 

※ミニセミナーはお電話での事前予約が必要です。 
 

○と  き  ９月４日（月） 午後 1 時から 2 時 

○と こ ろ  役場西側 防災センター 

○参 加 費  無料 

○定  員  １５名 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

お申し込み・ 

お問い合わせ先 

日本ｾﾞﾈﾗﾙﾌｰﾄﾞ(株) 

八百津町学校給食 

共同調理場内事務所 

担当：古田(事務) 

電話 43-4122 

お申し込み・ 

お問い合わせ先 

地域振興課 

商工振興係 

電話 43-2111 

（内線 2255） 



（可児とうのう病院） 

可児とうのう病院では「地域に密着した病院をめざして」をメインテーマ

に、市民公開講座を開催しています。 

この講座は今年で１７回目を迎えました。 

みなさまの生活習慣に大きなかかわりがある「心臓病・脳卒中」をテーマ

に、藤田保健衛生大学 坂文種報德会病院（ばんたね病院）の井澤病院長を

講師にお招きし、ご講演いただきます。 

当日はロコモ体操の実演や介護相談も同時開催します。 

どなたでもご参加いただけますので多くの方のお越しをお待ちしています。 

 

○とき  ９月２３日(土･祝)  午後１時～午後３時３０分 

○ところ 可児市文化創造センター アーラ 小劇場（虹のホール） 

  （岐阜県可児市下恵土 3433-139） 

○講演会 午後２時～午後３時３０分 

テーマ 「心臓病・脳卒中を予防して健康寿命を保つコツ」 

       講 師  井澤 英夫 先生（ばんたね病院 院長） 

○定員  ３００名（全席自由） 

○参加費用 無 料（事前申込不要） 

○同時開催 午後１時 ～ 午後１時４５分 

       「介護なんでも相談」（土田・帷子地域包括支援センター） 

午後１時３０分 ～ 

「ロコモ体操」体験 （当院 理学療法士） 

○その他 可児とうのう病院ホームページ http://kani.jcho.go.jp/ 

 

 

 

お問い合わせ先 

可児とうのう病院 

市民公開講座事務局 

電話 25-3113 



地域を守る

防災リーダー

もし災害が起きたら･･･
自分を、家族を、地域を守るのは、まさに「人」です！

今、地域社会において、防災の中心的な役割を担う「人材」が求められています。
この講座を受講すると、災害に対する正しい知識や技術を習得することができます。
また希望される方は日本防災士機構認定の「防災士」資格取得試験を受験できます。

あなたも、地域の防災訓練や、災害時の救護救援活動を担う
「八百津町防災リーダー」になりませんか！？

と き 第１回：１０月１日（日） 第２回：１０月２９日（日）
第３回：１２月３日（日） 第４回： １月２１日（日）
全４回、いずれも午前９時３０分から

ところ 役場西側 防災センター ２階 会議室

※お申し込み方法など、詳しくは裏面をご覧ください。

八百津町役場 防災安全室 （電話43-2111 内線2231･2232）



平成２９年度「八百津町防災リーダー養成講座」募集要項

１．目的・趣旨
八百津町は、地域防災を担うリーダーを養成します。
今、地域社会において防災の中心的な役割を担う「人材」が求められています。
本講座は自助・共助のもと、防災の第一線で活躍する研究者や関係機関、防災ボランティアの方を講

師に招き、災害に対する正しい知識や技術を習得し、平時においては地域の防災訓練や研修で活躍し災
害時には救護救援活動を担っていただける「八百津町防災リーダー」を養成するものです。
また本講座は日本防災士機構が認定する「防災士」認証講習と扱われ、希望される方は「防災士」の

資格取得試験を受験していただけます。

２．内容

（１）日 時 ： 平成２９年１０月 １日（日）午前９時３０分～
平成２９年１０月２９日（日）午前９時３０分～
平成２９年１２月 ３日（日）午前９時３０分～
平成３０年 １月２１日（日）午前９時３０分～

全４日間

（２）会 場 ： 八百津町防災センター

（３）形 式 ： 講義、グループワーク、実技など

３．定員・参加資格

（１）定 員 ： ５０名（応募者多数の場合は抽選となります）

（２）参加資格 ： 次のすべての要件を満たす方
①八百津町在住・在勤及び中学生以上の方
②本講座の趣旨を理解し、地域の防災活動に貢献する意思・意欲のある方
③原則全ての講義に出席できる方

４．申込方法・申込期間

（１）申込方法：所定の申込書に記入し、役場 防災安全室へ提出ください。（FAX及びメール可）
※申込書は、役場 防災安全室及び各出張所にあります。
また、八百津町ホームページにも掲載してあります。

（２）申込期間：平成２９年 ８月２１日（月）～ 平成２９年 ９月２２日（金）

５．防災リーダー証の発行

所定の講義を終了された方は町が発行する認定証を授与します。

６．参加費 ： 受講料は無料です。

７．防災士資格取得試験（希望される方）

・本講座を受講し、防災士機構が求めるレポートを作成した方は資格取得試験が受験できます。
（レポートについては、講座開催時に説明いたします。）

・試験費用 ： 教本代３，０００円、受験料３，０００円、防災士機構登録料５，０００円の合計
１１，０００円が必要です。

８．問い合わせ先 ： 八百津町役場 防災安全室
ＴＥＬ：０５７４－４３－２１１１（内線2231・2232）
ＦＡＸ：０５７４－４３－０９６９
メール：bousai@town.yaotsu.lg.jp

mailto:bousai@town.yaotsu.lg.jp


主催：八百津町教育委員会 ☎０５７４-４３-０３９０

※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※

開場18:30
開演19:00９月１５日

会場 ： 八百津町ファミリーセンター２階 大研修室

みんなで
来てね！

ささゆりコンサート♪

みんなで歌う

音楽会

出演 ： 喜多陵介（ねこじゃらし音楽事務所）

=*=*=*=*=*=*=*=*=*= 入場無料 =*=*=

【プロフィール】
フリーピアニスト・作曲家。
首都圏・関西・中部を中心に活動中。独学で作曲法・ピアノを
習得、アメリカ各地でジャズの研鑽を積む。
ジャズから歌謡曲まで、ジャンルを超えた音楽性には定評があ
る。全国でみんなで歌う音楽会を展開中。

その日集まられた皆さんの、その日だけの
ハーモニーをお楽しみください♪
みんなで歌えば怖くない！童謡・唱歌から歌謡曲まで幅広いジャンルの歌を
ピアノの演奏と一緒に歌いましょう。

（金）




