
雑紙の回収袋 

 

 

 

 

 

 
 

 

（水道環境課） 
 

雑紙の分別回収にご協力ください 
 

町では、紙類のリサイクルを推奨おり、各小中学校 PTAでも資源回収を行

っています。 

最近、雑紙の回収袋に紙類以外のごみ（プラスチックや金属類）を混ぜて出

されるケースが増え、リサイクルできなくて大変困っています。 

以下の分類に従い、正しく分けて出してください。 
 

古紙リサイクルの分類 

①新聞・折込チラシ･･･資源回収ではまとめて出すことができます 

②段ボール･･･紙箱は雑紙へ 

③雑誌・書籍・冊子類･･･附属の CDや試供品、シールなどは取り除く 

④牛乳パックなどの紙パック･･･内側がアルミの物は可燃ごみへ 

⑤雑紙･･･①～④以外のリサイクル可能な紙・板紙 
 

主な雑紙の例 

○チラシ   ○包装紙   ○紙袋    ○封筒 

○はがき   ○手紙    ○カレンダー ○ノート 

○メモ用紙  ○台紙    ○ティッシュなどの紙箱 

○トイレットペーパーの芯  ○使用済みコピー用紙 

※雑紙は紙袋に入れてください。役場・出張所でお渡ししている回収袋以外

でも、持ち手を含めて紙でできている袋なら、使用できます。 
 

リサイクルできない紙の例 

●臭いの付いた紙 ●汚れた紙    ●シールやシール台紙 

●カーボン紙   ●印画紙（写真） ●感熱紙（レシート） 

●紙マスク    ●紙おむつ    ●防水加工された紙コップ 

 

 

（社会福祉協議会） 

きれいな布団で新年を迎えましょう 
「布団消毒・乾燥サービス」利用のご案内 

八百津町社会福祉協議会では、在宅で寝たきりの方に気持ちよくお正月を迎

えていただけるように、日ごろ使用している寝具の洗濯乾燥サービスを実施

します。 

この事業は、平成３０年度歳末たすけあい配分事業として行われます。 

詳しくは下記のとおりです。 
 

○対 象 者 八百津町の住民で、要介護３以上の方 

○申込方法 12月３日（月）までに、右記までお電話でお申し込みくだ

さい。 

○そ の 他 詳しくは、お気軽にお問い合わせください。 

回 

覧 

お 知 ら せ 版 八百津町役場 

第１５号（平成３０年１１月２日発行） ☎４３－２１１１ 

HP番号 ４168 

お問い合わせ先 

水道環境課 

環境衛生係 

☎43-2111 

（内線 2126） 

 

お申し込み・ 

お問い合わせ先 

八百津町 

社会福祉協議会 

電話 43-4462 



（八百津町ふくしまサクラモリプロジェクト実行委員会） 

八百津の桜を美しく咲かせよう！ 

第２回さくらの勉強会を開催します 

～桜を切るのはバカじゃない～ 八百津の桜を美しく咲かせるために、若い

桜の剪定ポイントを学びます。お気軽にご参加ください。 
 

○と き  １２月１日（土）午前９時から１１時３０分ごろ 

      ※小雨決行、雨天中止の場合は８日（土）に延期します。 

○ところ  キリン木曽川水源の森（久田見地区小洞） 

○講 師  樹木医・庭師 石垣和義氏 

○内 容  若い桜の木の剪定方法を実践しながら学びます。 

○参加費  無料 

○持ち物  剪定バサミ、剪定のこぎり、（お持ちの方は）剪定用三脚 

○その他  事前のお申し込みは不要です。当日、開始時間までに現地に集

合してください。 

○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 

○共 催  やおつ水源の森づくり実行委員会 

○後 援  八百津町 
 

講師プロフィール 

石垣 和義（いしがき かずよし） 

昭和１２年、関市生まれ。 

元岐阜県職員、元岐阜県中山間地農業試験場長、元岐阜県農業大

学校副校長に就任、元日本茶業技術協会理事、元岐阜県茶業技術

者協議会会長を歴任、退職後は樹木医、庭師として造園業を営み

現在に至る。 

著書に「岐阜県の桜-各地の桜を訪ねて-」、「岐阜県の桜-よもやま

話-」、「岐阜県のカキ」がある。 

 

 

 

（八百津町社会福祉協議会） 
 

年金・労働問題相談会のご案内 
 

年金をもらっている方、これからもらう方の疑問や心配ごと、職場の人間関

係や解雇、パワハラなどの労働問題に関する相談に、専門の社会保険労務士

が応じます。相談を希望される方は、事前にお電話でお申し込みください。 

 

○と  き  １２月３日（月）午後１時から４時 

○と こ ろ  福祉センターゆうゆう ボランティア活動室 

○対  象  八百津町在住・在勤の方（６名程度） 

○相 談 料  無料 

○申込期限  １１月２２日（木） 

※６名に満たない場合は当日まで受け付けます。 

○そ の 他  お申し込みが６名を超えた場合、抽選とさせていただきま

す。  

 

 

お問い合わせ先 

八百津町 

社会福祉協議会 

☎43-4462 

 

お問い合わせ先 

八百津町 

ふくしまサクラモリ 

プロジェクト実行委員会 

岩 井：090-4262-0386 

佐々木：090-7300-2203 

藤 本：080-5153-7853 

                                                                                                                                                                 



（わくわく体験館） 
 

ガラス工芸講座 受講生募集 
 

わくわく体験館では、「吹きガラスで作る鏡餅」と「ステンドグラスのクリ

スマスツリー」の２講座を開講します。 

新しい趣味をお探しの方、ぜひお気軽にお申し込みください。 
 

○講 座 名  ①吹きガラスで作る鏡餅 ②ステンドグラスのクリスマスツリー 

○と  き  １２月２日（日）／１２月３日（月） ※１回講座 

       ①鏡餅は、午前 9時～10時半または、午前 10時半～正午 

②クリスマスツリーは、午前 9時～正午 （両日とも） 

○内  容  ①吹きガラスで鏡餅本体を作ります。みかん付き。 

       ②ガラス４片と真鍮の板をハンダ付けし、飾り付けをします。キャ

ンドル付き。 

○対  象  ①小学 5年生から大人 ②大人 

○定  員  ①各日１２名 ②各日２０名（先着順） 

○参 加 費  ①２，５００円 ②３，３００円（①②とも材料費・税込） 

○締 切 日  １１月２５日（日） 

○講  師  わくわく体験館ガラス工芸講師 

○と こ ろ  わくわく体験館（可児市塩河１０７１－４） 

○そ の 他  ①鏡餅は当日お持ち帰りできません。 

○申込方法  わくわく体験館へ、電話か窓口でお申込みください。 

 
 

わくわく体験館ガラス工芸作品展のご案内 
 

わくわく体験館ガラス工芸講座の受講生と講師による、約３００点のガラス

工芸作品を展示します。ぜひお越しください。 
 

○と き  １１月２２日（木）から１１月２５日（日） 

      午前１０時から午後６時（最終日は午後５時まで） 

○ところ  可児市文化創造センター（アーラ） 美術ロフト 

      （可児市下恵土３４３３－１３９） 

 

 

（県立華陽フロンティア高校） 
 

華陽フロンティア高校 

通信制課程で学びませんか 
 

通信制課程は、月３回程度の登校（日曜日）と、自宅での報告課題（レポー

ト）への取り組みによって学習します。年２回の定期試験に合格すれば、単

位を修得できます。また、所定の単位の修得、特別活動の出席で卒業資格を

得ることができ、最短３年で卒業できます。 
 

○出願資格 中学校を卒業していること（詳細はお問い合わせください） 

○費  用 年度当初に教科書代などを含め５６，０００円程度必要です。 

（毎月の徴収はありません） 

○説 明 会 授業参観・説明会：１２月２日（日） 

午後０時４０分から３時１０分 

説明会：１月１６日（水）、２月３日（日）、２月２７日（水）

午後２時から３時１０分 

      ※いずれも本校で開催します。お電話でお申し込みください。 

お申し込み・ 

お問い合わせ先 

わくわく体験館 

（可児市塩河 

1071-4） 

電話 65-1515 

ファ 

お申し込み・ 

お問い合わせ先 

岐阜県立 

華陽フロンティア 

高等学校 

（岐阜市西鶉 

6-69） 

電話 058-275-

7185（代表） 

ファ 



Gifu University Brass Band Winter Humanity Concert

主催：八百津町教育委員会
(℡：０５７４－４３－０３９０）

入場無料・申込不要

八百津町ファミリーセンター大ホール

岐阜大学吹奏楽団 ✿ 八百津中学校吹奏楽部

平成30年12月2日(日)13:00開場 13:30開演

【岐阜大学吹奏楽団】
岐阜大学吹奏楽団は、総勢61人で活動しています。吹奏

楽をやりたいという思いを持つ有志によってつくられ、正式

な楽団となって今年で11年目になりました。年1回の定期

演奏会を目標に日々活動しながら、地元のお祭りや公園、

ショッピングモールなどでの出張演奏も行っています。

【八百津中学校吹奏楽部】
7月の吹奏楽コンクールでは23年ぶりとなる岐

阜県大会出場を果たしました。また校内お昼休

みコンサート、中体連激励会での演奏などにも

力を入れています。町内の様々なイベントにも

出演し、総勢23人活躍の場を広げています。

★岐阜大学吹奏楽団
・アルセナール ・夢をかなえてドラえもん ・上を向いて歩こう
・名探偵コナン メインテーマ ・ホール・ニュー・ワールド ・やってみよう
・ジャパニーズグラフィティⅩ「時代劇絵巻」 ・粉雪 ・テキーラ

★八百津中学校吹奏楽部
・Such Small Things ・竹田の子守歌 ・HANABI ・HERO ・Under The Sea
・家族になろうよ 他

プログラム Program

第11回定期演奏会を開催します

日にち：12月27日(木)
時間：13:00開場、13:30開演
会場：OKBふれあい会館

サラマンカホール

岐阜大学吹奏楽団
よりお知らせ

今年は両校による
「小さな恋のうた」
コラボレーション演奏も

お楽しみに♪


