
 

 

 

 

 

 
 

 

（健康福祉課） 

あなたの優しさで救える命があります 

献血にご協力ください 

献血は、もっとも身近なボランティアです。 

あなたのわずかな時間で救える命があります。 

みなさまの温かいご協力をお願いします。 
 

○と き  １２月１７日（月） 

午前１０時から正午、午後１時３０分から４時 

○ところ  役場庁舎前 

○持ち物  運転免許証など本人確認ができるもの 

献血カード（お持ちの方） 
 

献血は、69歳※までの健康な方なら、どなたでもご協力いただけますが、

当日の体調や内服薬、受けた予防接種などによっては、献血をご遠慮いただ

く場合があります。 

※６５歳以上の方の献血については、献血いただく方の健康を考慮し、 

６０～６４歳の間に献血経験がある方に限ります。 

 

 

 

（日本赤十字社八百津町分区） 

日本赤十字社会費募集 

みなさまのご協力ありがとうございました 
 

日ごろは、日本赤十字社の活動に格別のご理解とご協力をいただき、厚くお

礼申し上げます。 

さて、５月１日から６月３０日までを増強月間として行いました「日本赤十

字社会費募集」につきましては、１７０万５００円の会費をご協力いた

だきました。 

これも一重にみなさま方のご理解とご支援のおかげと、心よりお礼申し上げ

ます。 

お寄せいただきました浄財は、全額、岐阜県支部を通じて日本赤十字社へ送

金いたしましたので、お礼方々ご報告いたします。 
 

日本赤十字社八百津町分区長 金子政則  
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覧 

お 知 ら せ 版 八百津町役場 

第１６号（平成３０年１１月２０日発行） ☎４３－２１１１ 

HP番号 ４168 

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） 

お問い合わせ先 

（日本赤十字社 

八百津町分区） 

健康福祉課福祉係 

電話 43-2111 

 （内線 2563･2569） 



（農林課） 
 

地産地消推進事業（栗）補助金のご案内 
 

地産地消によって安全・安心な食を実現させることと、栗栽培の拡大によっ

て耕作放棄地の解消を推進することを目的に、栗を栽培・販売をした方に補

助金を交付します。 
 

○対 象 者  町内で栗を栽培している方 

○補助対象事業  対象者が生産し、水洗いによる浮き栗、不良栗を除去し

た栗を、町内の栗きんとん製造業者へ販売した場合。 

○補 助 金 額  販売量１㎏当たり１００円を限度に補助します。 

○申 請 方 法  販売量が明記された明細書と振込口座通帳をお持ちの

上、役場農林課または各地区出張所へお越しください。 

○受 付 期 間  随時受付中（土日祝を除く。１１月末まで） 

 

 

第５回栗講習会（剪定） 受講生募集！ 
 

大粒で良質な栗を生産するために、最も重要な剪定技術を学ぶ無料の講習会

を開催します。ぜひご参加ください。 
 

○対 象 者 ・栗栽培に興味がある方、挑戦してみたい方 

  ・栗を植えているが、剪定方法に自信のない方 

  ・大木になった木を低くする方法が知りたい方 など 

○と き ■第１会場（伊岐津志地内） 

  １２月１６日（日）午前１０時から 

  ■第 2会場（錦織地内） 

  １月１０日（木）午前１０時から 

  ※いずれも悪天候の場合は 1月１３日（日）に延期します。 

○そ の 他 お申し込みは不要です。 

会場など詳細につきましては、右記へお問い合わせくださ

い。 

 

 

（総務課） 
 

お悩みごと、ご相談ください 

特設人権相談所を開設します 
 

町では、特設人権相談所（悩み事相談）を開設し、人権擁護委員が相談を受

け付けています。 

相談は無料で秘密は固く守られます。 

お気軽にご相談ください。 
 

悩み事相談（人権相談）開設日 

○と き １２月６日（木）午後１時３０分から４時 

○ところ ファミリーセンター 2階 第１・２研修室 

 

 

 

 

お問い合わせ先 

農林課 農業振興係 

電話 43-2111 

（内線 2333） 

お問い合わせ先 

総務課 広報行政係 

電話 43-2111 

 （内線 2215･2216） 



（八百津蘇水園） 
 

蘇水園に遊びに来ませんか？ 
 

蘇水園では、当施設の入所者と地域の交流をはかり、楽しいひとときを過ご

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

しています。 

お一人からでもくつろげるアットホームな雰囲気で、みなさまをお待ちして

います。ぜひお気軽にお越しください。 
 

【ホーム喫茶】 

地域のみなさまと当施設の入所者との憩いの場としてご利用いただける喫茶

店です。季節に合せたメニューを、お値打ちに提供しています。 

○メニュー例  ・コーヒー（お菓子付き）１００円 

・焼き餅入りぜんざい  １５０円 

・甘酒（秋冬限定）   １００円   など 

○と   き  毎週火曜日 午後２時から３時 

○そ の 他  お申し込みは不要です。 
 

【カラオケクラブ】 

無料でカラオケをご利用いただけます。ストレス発散にもおすすめ！ 

当園の入所者と一緒に、懐かしの昭和歌謡を大きな声で歌いましょう！ 

○と   き  １２月１３日（木）午後１時から３時 

○そ の 他  前日までに、右記まで電話・ファックスにてお申し込みく

ださい。 
 

※ホーム喫茶・カラオケクラブともに、予告なく日時の変更をおこなう場合

があります。ご了承ください。 

※お車での来園も可能です。（駐車場 6台分） 

公共交通機関もございますので、ぜひご利用ください。 

（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） 

 

 

（放送大学） 

放送大学４月入学生を募集します 
 

放送大学では、２０１９年度第１学期（４月入学）の学生を募集していま

す。 

放送大学はテレビなどの放送やインターネットを利用して授業を行う通信制

の大学です。心理学・福祉・経済・歴史・文学・自然科学など、幅広い分野

を学ぶことができます。 
 

○大学説明会 （岐阜学習センター） 

  １２月２日（日）、８日（土）、１５日（土）、１６日（日） 

  １月１２日（土）、１９日（土）、２０日（日） 

  ２月１６日（土）、１７日（日）、２３日（土） 

  （多治見分室） 

  １２月９日（日）、１月１３日（日） 

○出願期間  第１回 ２月２８日まで 

  第２回 ３月１７日まで 

○そ の 他 資料を無料で差し上げます。お気軽にお電話でご請求くださ

い。放送大学ホームページでも受け付けています。 

 

お問い合わせ先 

放送大学 

岐阜学習センター 

電話 058-273-

9614 

 

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 



（八百津町赤十字奉仕団） 
 

チャリティーバザーのお礼とご報告 
 

先日開催された、第３９回八百津町産業文化祭において、チャリティーバザ

ーを実施しました。多くのみなさまから、たくさんの善意の品々をお寄せい

ただき、ありがとうございました。 

収益金は、寝たきりの方やひとり暮らしのお年寄りへのお見舞いや、非常食

の炊き出し訓練など、すべて社会福祉活動に使わせていただきます。 

ここに報告をいたしまして、お礼にかえさせていただきます。 
 

○出 品 数 約１，４５０点 

○収 益 金 ２３６，８７４円 

 

 

（八百津町社会福祉協議会） 
 

弁護士による無料法律相談会 
 

相続、離婚、交通事故、債務整理に関することなど、暮らしの中で法律に関

する悩みや問題について、弁護士が相談に応じる無料法律相談会を下記のと

おり実施します。 

秘密は固く守られます。相談を希望される方は、お電話でご予約ください。 

【相談例】 ・高齢になり、相続のことが心配。 

・交通事故を起こしてしまった。相手方との話し合いが上手く

いかない。 
 

○と    き    １２月１３日（木）午後１時～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 者    八百津町住民（６名程度） 

○弁 護 士  伊藤知恵子 弁護士 

○申込期限    １２月６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  申込者多数の場合は、抽選とさせていただきます。 

詳細は、お気軽にお問い合わせください。 

 
 

毎週水曜日は･･･「くたみんカフェ」 
 

社会福祉協議会では、ボランティアの方にご協力いただき、毎週水曜日に

住民の方同士が交流する「くたみんカフェ」を地域の憩いの場・くたみん

で開設しています。 

コーヒー、紅茶などを準備していますので、どなたでもお気軽にお越しく

ださい。 

３日間とも、午前１１時頃に食品などを積んだ移動販売車が来ます。 
 

○と き  １２月５日（水）、１２日（水）、１９日（水） 

いずれも午前９時３０分から１１時３０分まで 

○ところ  くたみん（旧どんでん） 

      （八百津町久田見４５５６－５） 

○その他  参加費として１００円程度の寄付をお願いします。 

 
 

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 

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 

 


