
 

 

 

 

 

 
 

 

（健康福祉課） 

放課後児童クラブ(学童保育)入所のご案内 
 

平成３０年度の放課後児童クラブ（学童保育）の入所のお申し込みを、以下

のとおり受付します。 

ご希望の方は、期日までにお申し込みください。 
 

○必要書類 ①平成３０年度八百津町放課後児童クラブ入所申込書 

（兼児童クラブ登録台帳） 

      ②八百津町放課後児童クラブ家庭状況申告書（平成３０年度） 

      ※上記①②は、下記の受付場所で２月５日（月）からお渡しし

ます。 

○受付場所 ■八百津放課後児童クラブ（八百津小学校区などの児童対象） 

        ・・・八百津学童保育室、役場健康福祉課、八百津保育園 

      ■錦津放課後児童クラブ（錦津小学校区の児童対象） 

        ・・・錦津学童保育室、役場健康福祉課、錦津保育園 

           ■和知放課後児童クラブ（和知小学校区の児童対象） 

        ・・・和知学童保育施設、役場健康福祉課、和知保育園 

○入所条件  小学校１年生から６年生までの児童で、放課後や長期休暇

（春・夏・冬休み）時、保護者の就労などにより、ご家庭で保

育する人がいない児童。 

○申込期限 ３月１日（木）※期限厳守 

※なお、長期休暇児童クラブ（春・夏・冬休み）のみ利用を希

望される方も、必ず今回お申し込みください。今回お申し込み

されない方は、入所できない場合があります。 

○そ の 他 利用者説明会（申し込まれた方対象）を開催します。 

新規ご利用の方は必ずご出席ください。 

ご都合がつかない場合はご相談ください。 

■八百津放課後児童クラブ 

と き：３月１２日（月）午後７時から 

ところ：福祉センター ２Ｆ（学童室） 

■和知放課後児童クラブ     

と き：３月１３日（火）午後７時から 

ところ：和知小学校敷地内（学童保育施設） 

■錦津放課後児童クラブ 

と き：３月１４日（水）午後７時から 

ところ：錦津公民館（旧出張所）２Ｆ（学童室） 

 

 

 
 

 

回 

覧 

お 知 ら せ 版 八百津町役場 

第２１号（平成３０年２月２日発行） ☎４３－２１１１ 

お申し込み・ 

お問い合わせ先 

保健センター内 

健康福祉課 

子育支援係 

電話 43-2111 

（内線 2564） 

 



（教育課） 

楽しく泳いで健康に！！ 
平成３０年度スイミングスクール受講生募集 

教育課では、４月開講のスイミングスクール受講生を募集します。 

水泳はとっても効率的な有酸素運動で、健康維持に効果があると言われてい

ます。心肺機能の向上が期待できるので、ぜんそくの治療にも効果があるそ

うです。 

B&G 海洋センターの温水プールで、健康な体づくりを始めてみませんか？ 
 

○募集スクールの詳細（スクール開講期間：H３０年４月～H３１年３月） 

コース名 曜日 時間 定員 対象者 内容 

めだかスイミング 

（年長） 
水 

16:15～ 

17:00 
３０名 

園児 

友だちや先生と遊びながら、

プールや泳ぎの楽しさを覚え

ていくとともに、友だちとの

ふれあいを身に付けます。 

めだかスイミング 

（年中） 
木 

16:15～ 

17:00 
３０名 

めだかスイミング 

（年少） 
金 

16:15～ 

17:00 
２０名 

おさかな 

スイミング① 
土 

13:30～ 

14:30 
４０名 

小学生 

水慣れから４泳法まで、年齢

や泳力に応じて、無理なく学

びます。また、健康な体づく

りや体力の向上をはかりま

す。 

おさかな 

スイミング② 
土 

14:30～ 

15:30 
４０名 

おさかな 

スイミング③ 
土 

15:30～ 

16:30 
４０名 

成人スイミング 

（昼の部） 
木 

13:30～ 

14:30 
２０名 

一般 

成人 

基礎から４泳法まで幅広く指

導を受けます。体力に自信の

ない方・水泳初心者の方でも

大丈夫です。 
成人スイミング 

（夜の部） 
木 

19:30～ 

20:30 
２０名 

肩こり・腰痛 

改善運動 
水 

13:30～ 

14:30 
１５名 

一般 

成人 

水の浮力を利用した無理のな

い運動で、肩・腰などの痛み

を徐々に和らげます。 

水中健康体操 金 
13:30～ 

14:30 
２０名 

一般 

成人 

足腰のバランス改善や､各部

の筋力をつける水中体操を行

い、全体的な体力向上を目指

します。 

 

○受 講 料 月額３，０００円（全コース共通） 

○スポーツ保険料  中学生以下･･･８００円 

一般（高校生以上）･･･１，８５０円 

６５歳以上･･･１，２００円 

○申 込 方 法 指定の申込用紙にご記入・押印の上、スポーツ保険料とあ

わせて、下記の受付窓口へ受付時間内にお申し込みくださ

い。 

○受 付 期 間 ２月２６日（月）から３月１７日（土） 

○受 付 窓 口 ・ファミリーセンター内 教育委員会窓口 

   （月～金曜日）午前８時３０分から午後５時 

   ・B&G 海洋センタープール 窓口 

   （水～土曜日）午後１時から４時、午後７時から８時 



○申 込 特 典 スイミングスクール生に限り、「八百津町Ｂ＆Ｇプールフ

リーパス券（平成３０年度用）」を小人（１，５００円）

大人（５，０００円）で配布します。 

 新規受講生（平成３０年度から初めて八百津町Ｂ＆Ｇプー

ルのスクールにお申し込みされる方）を３名以上ご紹介く

ださった方と、その紹介を受けた新規受講生には、フリー

パス券を無料で進呈します。４月の開講後にＢ＆Ｇプール

窓口までお問い合わせください。 

○ご 注 意 ・各スクールは先着順で受付し、定員になりしだい締めき

ります。 

        ・定員に大幅に満たない場合は、開講できないことがあり

ます。ご了承ください。 

        ・受付期間終了後のお申し込みは、Ｂ＆Ｇプール窓口のみ

で受付をします。ただし、スポーツ保険の加入手数料

（１０８円）が別途必要になります。 

 

体育施設の年間調整会議を開催します 

毎月の体育施設予約の調整会議が円滑に行えるように、また、各種団体の大

会や行事が計画的に開催できるように、「体育施設年間調整会議」で事前に

年間の予定を調整します。 

下記１～７の調整対象施設を利用する団体は、対象団体条件などご確認の

上、年間調整会議にご参加ください。 
 

○と き ３月８日（木）午後７時３０分から 

○と こ ろ ファミリーセンター２階 講義室 

○調整対象施設 １．蘇水公園野球場      ５．旧八高グラウンド 

２．蘇水公園多目的グラウンド ６．八百津小学校グラウンド 

３．B&G 海洋センター体育館  ７．武道館 

   ４．八百津小学校体育館 

○対 象 期 間  平成３０年４月から平成３１年３月までの土・日曜日およ 

び祝祭日。 

○対象団体条件 対象期間・施設において、大会および行事を予定している

スポーツ団体。 

ただし、対象団体が年間行事計画の中で大会要項を作成

し、要項に従って開催する行事に限ります。 

※団体登録をしている団体の練習・親睦を目的とした大会

での申請は対象外です。 

○申 請 書 類  年間調整施設使用申請書 

（お持ちでない方には、当日会場にてお渡しします。） 

○そ の 他 申請時は年間行事計画表または大会要項を添付してくださ

い。（新年度の計画表または大会要項をまだ作成していな

い場合は前年度の写しでも可とします。） 

 

 

 

 

 

 

お申し込み・ 

お問い合わせ先 

教育課 

スポーツ振興係 

電話 43-0390 

 （内線 2517･2518） 



（教育課） 

ソフトバレーで楽しく交流！ 
第３１回ソフトバレーボール交流会 参加者募集 
 

恒例となっているソフトバレーボール交流会を今年も開催します。 

この交流会を通じ、地域の方と楽しくふれあいましょう。 

ぜひ、自治会・職場・仲間でお気軽にお申し込みください！！ 
 

○と  き ３月１８日（日）受付：午前８時３０分（正午ごろ終了予定） 

○と こ ろ 八百津小学校体育館 

○参加資格 町内に在住または在勤している方、町内の小学４年生以上の方 

○チーム編成 ■５人制の部：１チーム ５名～８名 

※コート内には、男性２名以内とします。ただし、男性でも 

６０才以上の方および小学生は女性とみなします。 

      ■トリムの部：１チーム ４名～８名 

○参 加 料 無料 

○申込方法 ２月２８日（水）までに参加申込書を教育委員会または役場出

張所にご提出ください。※期限厳守※ 

○主  催 八百津町スポーツ推進委員会 

○共  催 八百津町教育委員会 

○そ の 他 ・申込書・要項は、教育委員会・役場各出張所にあります。 

・各部門、参加チームが少ない場合は、その部門を開催しない 

場合があります。 

 

（岐阜県中濃家畜保健衛生所） 

家畜の飼養をされている方は報告を！ 
 

口
こう

蹄
てい

疫
えき

、鳥インフルエンザなどの家畜伝染病の発生を予防するため、牛、

豚、馬、山羊、鶏などを飼っている方は、毎年２月１日時点の飼養状況を県

へ報告することが法律で義務付けられています。 

※畜産を仕事としている方だけでなく、展示用、ペットとして飼っている方

も対象となります。 
 

○対 象 者 対象家畜を１頭（１羽）以上飼養されている方 

○対象家畜 牛、水牛、鹿、めん羊、山羊、馬、豚（ミニ豚、イノブタを

含む）、いのしし、鶏（ウコッケイ、チャボを含む）、うず

ら、アヒル、（アイガモを含む）、きじ、だちょう、ほろほろ

鳥、七面鳥 

○報告期限 毎年４月１５日まで 

（鶏・アヒルなどは毎年６月１５日まで） 

○その他 報告様式は、右記の中濃家畜保健衛生所または県庁畜産課で

配布しています。また、県庁ホームページ（検索キーワー

ド：岐阜県畜産課）からも入手可能です。 
 

 

 

 

お申し込み・ 

お問い合わせ先 

教育課 

スポーツ振興係 

電話 43-0390 

 （内線 2517･2518） 

お問い合わせ・ 

ご提出先 

岐阜県中濃 

家畜保健衛生所 

（美濃加茂市古井町 

下古井 2610-1 

可茂総合庁舎内） 

電話 25-3111 

FAX27-3092 



 

（地域包括支援センター） 

オレンジサークル（認知症介護者家族の会）の 

ご案内 
 

認知症介護者家族の会「オレンジサークル」を開催します。 

認知症を少し専門的に学んでみませんか。 

○と  き  ２月１９日（月）午後１時３０分から３時 

〇と こ ろ  福祉センター １階 介護予防訓練室 

〇講  師  のぞみの丘ホスピタル 精神保健福祉士 臼井 潤一郞氏 

○内  容  認知症についてもっと知りましょう。 

○申込方法  地域包括支援センターへお電話でお申し込みください。 

 

認知症予防啓発講演会を開催します！ 
 

「～認知症と向き合う～認知症対策戦略会議」へ参加しませんか。 

・認知症ってどんな病気？ 

・認知症にならないためにはどうすればいいの？ 

認知症になっても明るく楽しく暮らしたい方、自分でできる予防法を知りた

い方に、ぜひお聞きいただきたい「認知症との向き合い方」をテーマにした

講演会です。 

みなさまお誘いあわせてご来場ください。 
 

〇と  き  ３月３日（土）午後１時から２時３０分 

※開始３０分前から受付します。 

〇講  師  のぞみの丘ホスピタル 認知症専門医 森藤 豊氏 

〇と こ ろ  ファミリーセンター 大研修室 

〇入 場 料  無料（予約不要） 

 

（公益社団法人岐阜県不動産鑑定士協会） 

「地震に負けない備えを！」 

第１０回市民公開講座を開催します 

岐阜県不動産鑑定士協会では、市民公開講座を下記のとおり開催します。 

入場無料で、どなたでも参加できます。 

ぜひお申し込みの上、ご参加ください。 
 

○と  き ３月１１日（日）午後２時から４時（受付開始：１時３０分） 

○と こ ろ 岐阜県図書館 多目的ホール  電話 058-275-5111 

      （〒５００－８３６８ 岐阜市宇佐４－２－１） 

○内  容 第１０回市民公開講座 

      「地震に負けない備え～家族と我が家を守り抜く防災～」 

        第一部「解説」我が家で取り組みたい地震対策 

        第二部「実践」自宅でできる取り組みとその手順 

      講師：村岡 治道氏（岐阜大学地域減災研究センター特任准教授） 

○申込方法 右記までお電話でお申し込みください。 

※定員２００名、お申し込みは先着順となります。 

お申し込み・ 

お問い合わせ先 

八百津町地域包括 

支援センタ－ 

（保健センター内） 

電話 43-2111 

 

直通 43-3267 

（内線 2566･2567） 

お申し込み・ 

お問い合わせ先 

公益社団法人岐阜県 

不動産鑑定士協会 

電話 058-274- 

7181 



（教育課） 

日本一の和太鼓演奏を体感！ 

転
てん

輪
りん

太鼓
だ い こ

 打
ダ

乱
ラ

漢
カン

 獅闘
シ ー ド

 演奏会 
 

国内最高峰の第８回東京国際和太鼓コンテストで最優秀賞を獲得など、数々

の入賞を果たしている、和太鼓集団・転輪太鼓 打乱漢 獅闘（てんりんだい

こ ダラカン シード）。その迫力満点の演奏会を開催します。 

世界で活躍する若者の、熱と力のこもった魂の演奏を、この機会にぜひお楽

しみください。 
 

○とき  ２月１１日（日・祝）午後１時～開場 午後１時３０分～開演 

○ところ ファミリーセンター 大ホール 

○チケット 前売り券：５００円  当日券：６００円 

※前売り券はファミリーセンターおよび役場出張所で大好評

発売中！（出張所では平日開庁時間のみの販売です。） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ハッチョウトンボの生息地を守るために･･･ 

ボランティアを募集します 

県の天然記念物・ハッチョウトンボをご存知ですか？ 高原の湿地に住み、

成虫でもわずか２センチほどの日本一小さなトンボがハッチョウトンボで

す。町内では久田見・福地・潮南などで生息が確認されています。 

個体数は年々減少しており、生息地となる湿地が減ってきていることが原因

と言われています。 

この貴重なハッチョウトンボを守るため、ハッチョウトンボ生息地の環境整

備にご協力くださるボランティアさんを次のとおり募集します。 
 

○と き ３月１３日（火） 作業：午前 9 時３０分から正午（予定） 

  ※午前９時にファミリーセンター集合 

※雨天の場合の予備日 ３月１４日（水） 

○と こ ろ 八百津町八百津板橋地内 蛇ケ谷生息地 

○募集人数 １０人 

○作業内容 休耕田の草刈り、水苔の除去を行いトンボの生息に必要な環

境を整える 

○服 装 作業服、長靴、手袋 

○持 ち 物 （お持ちの方のみ）草刈り機 草よせ 手鋸 カマ 備中 熊手 

○そ の 他 燃料（混合油）、昼食、飲み物はご準備いたします。 

ご協力いただける方は、３月２日（金）までにお電話でご連絡ください。 

お問い合わせ 

・ご連絡先 

教育課 

生涯学習係 

電話 43-0390 

内線 2515 



（岐阜労働局） 

「新はつらつ職場づくり宣言」で 

魅力ある企業ＰＲを 

岐阜労働局では、誰もが活躍できる、働きやすく働きがいのある「魅力ある

職場づくり」のための取り組みを、労働者・使用者の合意のもとに宣言して

いただく事業を行っています。 

この宣言をすることで、ハローワークの求人票に「宣言企業」と記載され、

魅力ある職場づくりを目指す企業であることがＰＲできます。 

宣言手続きなど詳細は、岐阜労働局ホームページをご覧ください。 

 

 

（宮内庁） 

平成３１年 歌会始のお題の発表と 

詠進歌の詠進要領のご案内 

平成３１年の歌会始のお題は「光」に決まりました。 

お題は「光（ひかり）」ですが、歌に詠む場合は「光」の文字が詠み込まれ

ていればよいので、「光線」「栄光」のように熟語にしても、「光る」のよう

に訓読しても差し支えありません。 
 

○詠進歌の詠進要領 

（1） 詠進歌はお題を詠み込んだ自作の短歌で、一人一首とし、未発表のも

のに限ります。 

（２）書式は、半紙（習字用）を横長に用いて、右半分にお題と短歌、左半

分に郵便番号・住所・電話番号・氏名（本名、ふりがなつき）・生年

月日・性別・職業（なるべく具体的に）を縦書きで書いてください。

無職の場合は「無職」、主婦の方は「主婦」と書いてください。 

（３）記載事項は全て毛筆で自書してください。ただし、海外から詠進する

場合は、半紙と同じサイズ（２４cm×３３cm の横長）で、用紙は制

限しません。また、毛筆でなくても差し支えありません。 

（４）病気または身体障がいのため毛筆で自書できない場合は、次のア～ウ

のようにできます。 

   ア 代筆（墨書）･･･代筆の理由、代筆者の住所・氏名を別紙に記載

し、詠進歌に添付する。 

   イ ワープロやパソコンによる印字･･･理由を別紙に記載し添付する。 

   ウ 点字（視覚障がいの方） 

○注意事項  上記の詠進要領によらない場合は、失格となります。 

○詠進期間  ９月３０日（日） ※郵便の場合は９月３０日の消印有効 

○そ の 他  ・あて先を「〒１００－８１１１ 宮内庁」とし、封筒表面

に「詠進歌」と書き添えて郵送してください。 

        （詠進歌は小さく折りたたんでも問題ありません。） 

       ・疑問がある場合は「〒１００－８１１１ 宮内庁式部職」

あてに、郵送でお問い合わせください。そのとき、郵便番

号・住所・氏名を書き、返信用切手を貼った封筒を同封し

てください。 

       ・詳しくは宮内庁ホームページをご参照ください。

（http://www.kunaicho.go.jp/） 

お問い合わせ先 

岐阜労働局 

雇用環境・均等室 

電話 058-245- 

1550 

お問い合わせ先 

宮内庁 式部職 

〒100-8111 

東京都千代田区 

千代田 1-1 




