
 

 

 

 

 

 
 

（秘書室） 
 

 
 

町では、平成３１年４月１日採用の保健師・保育士・一般技術職を募集しま

す。 

○募集職種・人員・応募資格 
職 種 人 員 応 募 資 格 

保健師 １名 

【年 齢】昭和 57年 4 月 2 日以降に生まれた方 

【保健師】学校教育法に基づく大学以上を卒業した方で、

保健師資格を有する方。または今年度末卒業見

込みの方で、同資格を取得する見込みの方 

【保育士】学校教育法に基づく短大以上を卒業した方で、

保育士資格および幼稚園教諭免許状を有し、実

務経験のある方。または今年度末卒業見込みの

方で、同資格を取得する見込みの方 

【技術職】学校教育法に基づく高等学校以上を卒業した方

で、土木・建築課程を専攻し実務経験のある

方。または今年度末に卒業見込みの方で、土

木・建築課程を専攻している方。 

保育士 若干名 

一般技術職 若干名 

※地方公務員法第１６条（欠格事項）に該当しない方に限ります。 
 

○採用試験 
期 日 試験の場所 内  容 

１１月中旬予定 八百津町役場 
日程は別途通知します。 

面接・作文・職種により実務試験あり 

※事前に作文を提出していただきます。 

 テーマ「私の職業観（志望動機と目標）」指定原稿用紙６００字程度 

 

○合格通知 １２月上旬までに本人宛に通知します。 

 

○受験申込手続など 

申込手続など １．所定の申込書に必要事項を記入して八百津町役場秘書室まで

提出してください。 

２．郵送の場合は封筒表に「採用試験」と朱書きし、書留または

簡易書留にて郵送してください。 

３．申込者には後日、受験票および試験の日程などを郵送します。 

４．申込書の用紙は、１０月１日（月）から１０月３１日（水）

までの間（土・日曜日および祝日を除く）に、八百津町役場

秘書室秘書人事係へ請求してください。 

５．申込書の郵送を希望する場合は、送付先住所、氏名、連絡先

が分かる書類とともに１２０円分の切手を同封して同係宛に

請求してください。 

受付期間 １．申込書は、１０月９日（火）から１１月１２日（月）まで受

け付けます。 

２．土・日曜日および祝日は受付を行いません。 

３．郵送の場合は、１１月９日（金）の消印のあるものに限り受

け付けます。 

回 

覧 

お 知 ら せ 版 八百津町役場 

第１３号（平成３０年１０月５日発行） ☎４３－２１１１ 

HP番号 ４168 

お申し込み・ 

お問い合わせ先 

秘書室 秘書人事係 
〒505-0392 

岐阜県加茂郡八百津町 

八百津 3903-2 

☎43-2111 

（内線 2202） 

 



（八百津蘇水園） 
 

蘇水園の宿直員を募集します 
 

養護老人ホーム・八百津蘇水園では、１２月からの宿直員を募集します。 

お気軽にお問い合わせください。 
 

○募集人員   １名 

○仕事の内容  宿直業務および臨時業務 

支援員の支援・介助業務および宿直業務の補佐 

○採用期間   １２月１日から平成３１年３月３１日まで 

（更新あり ただし条件付き） 

○資   格  学歴・経験・資格不問 

○勤務時間   宿直 午後５時１５分～翌朝午前８時３０分 

   （勤務は月に７～８回程度）  

        臨時業務 所属長の指定する日（１時間程度） 

○勤務・休日  シフトは勤務表による（年休付与あり） 

○賃金など     宿直 1 回につき  ６，６００円 

         臨時業務（時給）   ８２５円 

○申込方法  市販の履歴書に必要事項を記入の上、１１月６日（火）ま

でに下記窓口へ持参または郵送により提出してください。

（郵送の場合、期限までに到着するよう早めに投函してく

ださい） 

○採用の決定  お申し込み後、面接などを行い、決定させていただきま

す。（面接の日程は後日連絡します） 

 

 

（和知出張所） 
 

親子で楽しく♪けしごむはんこ作り 
 

けしごむはんこで、オリジナルトートバッグを作ろう！ 
和知公民館講座『けしごむはんこ親子教室』の参加者を募集します。 
けしごむはんこ、作ってみたいけど難しそう･･･と思っていませんか？実は

とっても手軽にできるんです！  

自分だけのオリジナルはんこを作って押せば、どこにも売っていない、世界

にたったひとつのトートバッグのできあがりです！ 

ぜひご参加ください。 
 

○と  き  １０月２７日（土） 午後１時から３時 

○と こ ろ  和知センター 2 階 研修室 

○対  象  小学生親子 １０組（先着順） 

○費  用  受講料：３００円 材料費：７００円 

（材料費はお子さんの人数分必要） 

○持 ち 物  デザインカッター・カッターマット（持っている方）、 

       彫刻刀（お子さん用） 

○注  意  刃物を使用するため、必ず親子でのご参加をお願いします。 

○申込方法  １０月１５日（月）午前 8 時３０分から受付を開始します。 

       お電話または窓口で直接お申し込みください。定員になりし

だい、受付を終了します。 

 

 

お申し込み・ 

お問い合わせ先 

和知出張所 

電話 43-0505 

お申し込み・ 

お問い合わせ先 

八百津蘇水園 

（担当：永田） 
〒505-0301 

加茂郡八百津町八百津 

2996-2 

☎43-0070 

 



（総務課） 
 

ご成婚者が誕生しました！ 

八百津町「学べる」結婚相談所 
 

八百津町結婚相談所を通じてお見合いされた方で、今年４月から９月までの

間に２人がご成婚されました。また、結婚に向けて準備していらっしゃるカ

ップルもいます。 

結婚を真剣に考えている独身男女（町外の方も OK！）を対象に、無料で相

談会を開催しています。お気軽にご相談ください。 
 

○と き  ・１０月１３日（土） 

午後１時３０分から４時３０分（最終受付：４時） 

      ・１０月２０日（土） 

午後１時３０分から４時３０分（最終受付：４時） 

・１０月 2６日（金） 

午後７時から９時（最終受付：８時３０分） 

○ところ  防災センター（役場西側） ２階 

○その他  ご予約が必要です。 
 

★女子力アップセミナー★ 
「実践！好感度を高めるメイクアップセミナー」･･･あなたの魅力を最大限

に引き出すメイクアップを無料でアドバイスします！このセミナーは相談所

に登録されていない独身女性の方も参加できます。 

○と き  １０月１３日（土） 午後２時から３時 

○ところ  防災センター（役場西側） ２階 

○持ち物  ふだん使用しているメイク道具 

○その他  ご予約が必要です。 

 

 

（八百津町赤十字奉仕団） 
 

チャリティーバザーにご協力お願いします 
 

八百津町赤十字奉仕団では、高齢者に対する福祉サービスを行うため、今年

も産業文化祭においてチャリティーバザーを行う予定です。 

近年、福祉サービスの対象となる方は年々増加しており、奉仕にかかる費用

も増えています。 

そこで、今年もご理解・ご協力いただける方にお願いし、この活動をさらに

充実させていきたいと考えています。ぜひともみなさまのご協力をお願いし

ます。 

バザーにご提供いただける品物がありましたら、誠に恐縮ですが、地域の赤

十字奉仕団員宅へ１１月４日（日）までにご連絡ください。（お住まいの地

域の赤十字奉仕団員が分からない場合は右記へお問い合わせください。） 

お申し込み・ 

お問い合わせ先 

総務課 政策調整

係 

電話 43-2111 

（内線 2212） 

メール ketukon@ 

town.yaotsu.lg.jp 

HP番号 2740 

お問い合わせ先 

八百津町赤十字奉仕団 
（事務局：八百津町 

社会福祉協議会） 

電話 43-4462 



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時30分 開演 １9時00分

みんなで
来てね！

ファミリーセンター ２階 大研修室

日にち

時 間

会 場

出 演 ：チロリン村合唱団

チロリン村合唱団プロフィール

多治見市民講座の歌の会から始
まり、混声合唱団として歩み始め
て一年がたちました。ア・カペラ作
品を多く歌い、豊かなハーモニー
を作っています。また、響きを通し
て作品のメッセージを伝えられる
ような合唱団をめざしています。

入場無料指揮・ピアノ 国枝直子（八百津町在住）
ピアノ・クラリネット 小栗 彩（川辺町在住）

平成３０年

１０月１９日(金)

主な曲目
✿アメージンググレイス ✿世界の民謡 から
✿松下耕「合唱のためのエチュード」より
✿永六輔 作詞の作品
伝えたい 遠くへ行きたい 生きるものの歌 ほか

✿時計台の鐘 ✿群青

（教育課）


