
 

 

 

 

 

 
 

 

（教育課） 

中学１・２年生とその保護者のみなさんへ 
平成３０年度中学生海外派遣参加者募集説明会 
 

平成３０年度の八百津町中学生海外派遣研修への参加を検討されている方を

対象に、説明会を開催します。 
 

リトアニア・ポーランド研修の概要 
○派遣期間 ８月６日（月）～８月１５日（水）１０日間 

○訪 問 先 リトアニア、ポーランド 

○対 象 八百津町に住所を有する中学校２・３年生（平成３０年度）  

○定 員 ２０名以内 

○費用負担 研修に必要な費用のうち３分の１が自己負担となります。 
 
 

【海外派遣参加者募集説明会】 
○と き  ３月１５日（木） 午後７時から 

○ところ  ファミリーセンター ２階 講義室 

○その他  参加を検討されている方は、保護者同伴で出席してください。 

 

海外派遣研修のねらい 
① 杉原千畝氏の偉大さを再認識し、人道精神を一層学びます。 

② ホロコーストの歴史をとおして、世界平和の大切さ、命の尊さを学びま

す。 

③ 充実したホームステイができ、リトアニアの生活など、異文化への理解

を深めます。 

④ 現地学校で、同年代の外国人と一緒に学ぶことができ、英語力をみが

き、国際感覚を養います。 

⑤ ヨーロッパの歴史・文化を学びます。 

⑥ 八百津町の友好都市リトアニアのカウナス市との交流を深めます。 
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お 知 ら せ 版 八百津町役場 

第２２号（平成３０年２月２０日発行） ☎４３－２１１１ 

お問い合わせ先 

八百津町教育委員会 

電話 43-0390 

（内線 2516） 

 

町民駅伝大会 

２月２５日(日)開催！ 

町民のみなさんの 

あたたかいご声援を 

お願いします！ 

アウシュビッツ カウナス市 現地学校にて 



（地域振興課） 

「HATTI」オープニングマルシェ開催！ 

商店街にある空き店舗を利活用し、にぎわいを生み出す取り組みとして 

「まちなかにぎわい創出事業」が始まっています。 

本町通りに面した空き店舗をイベントやワークショップなどに利用できるよ

う、一部解体・改修工事を行いました。 

「ＨＡＴＴＩ（ハッチ）」と名付けられた、この拠点スペースのオープンを

記念して、下記の通りマルシェ（市場）を開催します。 

手作りの商品の販売や、ワークショップなど、全１２店舗が出店予定！ 

もりだくさんの内容となっていますので、みなさまお誘い合わせの上、ぜひ

ご来店ください。 
 

○と き ３月１０日（土）午前１０時から午後６時 

○ところ ＨＡＴＴＩ（ハッチ） 

住所：八百津町八百津４１２９－２（本町商店街） 

○その他 ・お車でおこしの方は、役場駐車場をご利用ください。 

・最新情報は、フェイスブックページ「Yaotsu HATTI」 

で公開しています。 

 

 

（総務課） 

役場からの着信番号が 

部署ごとに表示されるようになりました！ 

これまで、役場から電話連絡を行い、電話に出ることができなかった場合、

電話には代表番号（４３－２１１１）が表示されていました。 

しかし、「役場から電話があったこと」は分かるものの、「役場のどの部署

から電話がかかってきたか」は分からず、せっかくおかけ直しいただいて

も、担当部署を探してお待たせする事例が発生していました。 

そのため、下の表のように表示される着信番号を変え、どの部署から電話が

かかってきたかが分かるようにしました。今後、下記の番号からの着信は、

役場からの電話となります。 

みなさまのご理解をお願いします。 
 

部署別 着信番号表（市外局番０５７４） 

部署名 着信番号 部署名 着信番号 

総務課・秘書室・ 

議会事務局・出納室 
４３－２１１１ 

タウンプロモーション室 ４８－８３４４ 

建設課 ４８－８７７６ 

防災安全室 ４３－２１１５ 農林課 ４８－８５１５ 

町民課 ４３－４０９９ 教育課 ４３－０３９０ 

水道環境課 ４３－２１１４ 健康福祉課 ４３－２１１２ 

地域振興課 ４８－８２４８ 包括支援センター ４３－３２６７ 

 

※町民のみなさまから役場へお電話いただく場合は、 

これまでと同様、☎43-2111 へおかけください。  

ハ ッ チ 

お問い合わせ先 

地域振興課 

地域振興係 

電話 43-2111 

（内線 2254） 

お問い合わせ先 

総務課 管財係 

電話 43-2111 

（内線 2219） 



（八百津蘇水園） 

蘇水園を一般開放します 
 

蘇水園では、３月も当園の入所者と地域の交流をはかり、楽しいひとときを

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。 

どなたでもおこしいただけますが、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。 

ぜひお気軽におこしください。 
 

○と き ホーム喫茶  ･･･３月６日（火）午後 2 時から３時 

カラオケクラブ･･･３月８日（木）午後１時から３時 

※都合により予告なく日時を変更する場合があります。 

○受 付 ホーム喫茶には、時間内であればご自由におこしください。 

カラオケクラブは前日までに電話・ファックスにてお申し込

みをお願いします。 

○交通手段 駐車場は台数に限りがあるため、乗り合わせておこしいただ

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） 
 
 

（八百津町ふくしまサクラモリプロジェクト実行委員会） 

やさしさを“ふくしまさくら”にこめて･･･ 

第 2回ふくしまさくら植樹祭を開催します 

千畝の里だからこそできること･･･ 

八百津のみんなのやさしさを 

“ふくしまさくら”にこめて植樹しませんか？ 

東日本を襲った大震災から 7 年。福島県では震災や原発事故からの復興に向

けての長い道のりが続いています。 

そんなふくしまを、いつまでも忘れないで応援していこう、やさしい思いや

りの心を繋いでいこう！ と始まったのが「八百津町ふくしまサクラモリプ

ロジェクト」。 

八百津町に“ふくしまさくら”を咲かせ、いつまでも見守っていくことで、

思いやりの心を「未来のこどもたちにずっと伝えていこう」そんな思いで、

震災からちょうど 7 年目にあたる 3 月 11 日、昨年に引き続き、ふくしま

さくらの苗木を植樹します。 

多くのこどもたち、多くのみなさまのご参加をお待ちしております。 
 

○と き 3 月 11 日（日）午後 1 時 30 分から 

○ところ 八百津町福地 見行山登山道入口（駐車場集合） 

○内 容 ・ふくしまさくら苗木植樹 

・セレモニー（黙とう ミニコンサート 全員大合唱） 

※午後 2 時 46 分 18 秒（震災発生時間） 

○主 催 八百津町ふくしまサクラモリプロジェクト実行委員会 
  

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 

FAX43-4352 

お問い合わせ先 

ふくしまサクラモリ 

プロジェクト 

実行委員会事務局 

電話 

090-7300-2203 

（佐々木） 

080-5153-7853 

（藤本） 



（和知出張所） 

つぼリンパマッサージでスッキリ！ 
和知公民館講座 受講生募集 

つぼリンパマッサージで疲労回復＆むくみ解消！ 

和知出張所では、４月から始まる「つぼリンパマッサージ＆機能改善体操」

講座を計画しています。 

日ごろの疲れた身体を自分の手でほぐしてみませんか？ 

たくさんの方のご参加をお待ちしております。 
 

○開 講 日 ４月１９日、５月１７日、６月１４日、７月１９日、 

  ８月１６日、９月２０日（いずれも木曜日） 全６回 

○開講時間 午後１時３０分から２時３０分 

○と こ ろ 和知センター ２階 和室 

○定 員 ２０名 

○受 講 料 ３，０００円（６回分） 

○持 ち 物 スポーツタオル、飲み物、筆記用具、 

運動しやすい服装（ストッキング不可） 

○申込方法 ２月２６日（月）午前８時３０分から受付します。 

お電話、または和知センター窓口で直接お申し込みくださ

い。 

 

 

（保健センター） 

お済みですか？がん検診精密検査 
 

今年度がん検診を受診され『要精密検査』の診断を受けられた方で、まだ診

察がお済みでない場合は、早急に医療機関を受診されるようお願いします。 

がん検診の結果が分からない方や、検診票を紛失された方は、保健センター

へご連絡ください。 

がんは早期発見・早期治療が重要です。あなた自身の大切な未来のために、

できるだけ早く精密検査を受けてください。 
 

 

（内閣府） 

青年国際交流事業 参加者募集！ 

内閣府では、国際社会・地域社会で活躍する次世代リーダーの育成を目指

し、以下の６つの事業で参加青年を募集します。 
 

①「東南アジア青年の船」事業 ④日本・中国青年親善交流事業 

②「世界青年の船」事業  ⑤日本・韓国青年親善交流事業 

③国際青年育成交流事業   ⑥地域コアリーダープログラム 
 

詳しくは、内閣府ホームページをご覧ください。 

 

 青年国際交流 内閣府 検 索 

お問い合わせ先 

内閣府 

青年国際交流担当室 

電話 03-6257- 

1434 

または 岐阜県庁 

私学振興・青少年課 

電話 058-272- 

8238 

 

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 

和知出張所 

電話 43-0505 



八百津町

を開催します！

女子力
アップ
セミナー

５回目の女子力アップセミナーのテーマは、
「平成３０年の恋愛力パワーアップ開運術」です。
今年度最後の女子力アップセミナーです。
自分の気持ちを高めるための開運のヒントをお伝えします☆彡
このセミナーは、相談所に登録されていない方でも、独身の

女性なら参加が可能です。
■と き：３月１７日（土）午後２時から３時
■ところ：役場西側 八百津町防災センター
■その他：ご予約が必要です。

お問い合わせ・お申し込みはこちらまで･･･
役場総務課政策調整係

☎４３－２１１１（内線２２１２）
E-mail：ketukon@town.yaotsu.lg.jp

■と き：３月１０日（土）・１７日（土）
ともに午後1時３０分から４時３０分 （最終受付：午後４時）
３月２３日（金）午後７時から９時（最終受付：午後８時３０分）

■ところ：役場西側 八百津町防災センター

■その他：登録（初回）の持ちもの
①３か月以内に撮影された写真２枚
②独身証明書（本籍地で発行してもらえます。有料：３００円）
③免許証など、本人確認のできる書類とそのコピー

八百津町結婚相談所では、真剣に結婚を考えている独身の男女
を対象に無料で相談会を開催しています。※町外の方でもOKです！

経験豊かな専門のアドバイザーが、個別に相談をお聞きし、
一人ひとりに合ったアドバイスをしてくれるので、

無理なくスキルアップできますよ！
安心して「初めの一歩」を踏み出しましょう！

まずは、お気軽にご相談ください♪
（下記のお問い合わせ先、または八百津町HPからご予約できます。）

（総務課）



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※

大垣女子短期大学音楽科卒業。２０１０年フルー
ト＆サックスデュオ「プティ・フルール」を結成。
演奏会などで活動中。岐阜市在住。

秋田県にある「わらび座」在籍中に、和太鼓を
習得。地元の美濃加茂市を拠点に、太鼓指導や
録音などで活動中。美濃加茂市在住。

名古屋音楽大学卒業。現在は小学校に勤務し、
音楽教育に携わる。美濃加茂市在住

～プログラム～
♪当日のお楽しみ♪

ささゆり
コンサート♪

（教育課）

なんでもやります♪

出演
～ 福を招き、音を招き、人を招く 音楽ユニット ～

「ま音きねこ」
【Profile】
２０１３年結成！各種イベント、小学校、保育園、
飲食店などで演奏活動をしています。
クラシックから童謡、演歌、ジャズなど、ジャンルを
問わず、お客様のニーズに合わせた幅広い音楽をお届
けします♪

ね

ね

みんなで
来てね！


