
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

（教育課） 

ふれあい  ベビースイミング教室の 

受講生を募集します 

今年も八百津町Ｂ＆Ｇプールで“ベビースイミング教室”を開催します。 

楽しくふれあい、遊びながら、広～いプールで水に親しむことができる大変

よい機会です。 

たくさんのお申し込みをお待ちしています。 
 

○開 催 日  ６月７日、１４日、２１日、２８日 

７月５日、１２日、１９日  （毎週木曜日 全 7 回） 

○開催時間  午前１０時００分 ～ 午前１１時００分 

○対 象 者  平成３０年４月現在で、１歳～未就園の子どもとその保護者 

○定 員  ３０組 

○受 講 料  ３,８３６円 

内訳･･･受講料３,５００円＋保険料３３６円（2 名分）  

○申込期間  ５月７日（月）から５月３１日（木） 

○申込方法  申込用紙に必要事項をご記入の上、受講料とともに受付窓口

へ提出してください。 

       申込用紙は八百津町教育委員会・Ｂ＆Ｇプールに用意してい

ます。 

○受講特典  申込者には、特製スイムキャップ（幼児用）をプレゼントし

ます。 

 

 

（日本赤十字社八百津町分区） 

赤十字会費を募集します 
 

毎年みなさまにご協力いただいております「日本赤十字社員増強運動」が、

今年も５月から 6 月まで行われます。 

会費は、日本赤十字社が国の内外にわたる災害救援活動をはじめ、奉仕活

動、血液事業、医療事業などを行うための資金となります。 

４月下旬から、自治会長さんを通じて会費を募集いたしますので、赤十字の

主旨をご理解いただき、みなさまのご協力をお願いします。 
 

○会費額  協力会員（これまでの「一 般 社 員」）     ５００円以上 

     会  員（これまでの「特 別 社 員」） ２，０００円以上 

※会員は岐阜県支部に住所・氏名・寄付額・寄付日等のデータを 

登録できる方といたします。登録をされない方については、金 

額に関わらず協力会員となります。 

 

回 

覧 

お 知 ら せ 版 八百津町役場 

第２号（平成３０年４月２０日発行） ☎４３－２１１１ 

お申し込み・ 

お問い合わせ先 
八百津町Ｂ＆Ｇ 

海洋センタープール 

電話 43-0773 
または、教育課 

スポーツ振興係 

 

電話 43-0390 

（内線 2516･2517） 

お申し込み・ 

お問い合わせ先 

日本赤十字社 

八百津町分区 
 

福祉係） 

（保健センター内） 

電話 43-2111 

（内線 2563･2569） 



（潮南マレットゴルフクラブ） 

八百津町民マレットゴルフ大会 

出場者を募集します！ 

いつも「潮南マレットゴルフ場」をご利用いただき、誠にありがとうござい

ます。 

今年も、町民の親睦を深めるため、マレットゴルフ大会を開催します。 

みなさまお誘い合わせの上、ぜひご参加ください。 
 

○と  き ６月３日（日）午前８時から ※小雨決行 

○と こ ろ 潮南マレットゴルフ場（八百津町潮見２６４－１） 

○日  程 受 付：午前８時から 

開会式：午前８時３０分から 

競 技：午前８時４５分から 

（３６ホール ストロークプレー個人戦） 

表彰式・閉会式：競技終了後 

（各男女１～５位 特別賞 参加賞などあり） 

○参加資格 町内在住・在勤の方ならどなたでもＯＫです。 

（先着１４４名） 

○参 加 費 １人 １，０００円 

       （ご希望の方にはスティック・ボールを無料で貸出します） 

○申込方法 ５月２４日（木）までに、潮南マレットゴルフクラブ窓口、 

または電話・ＦＡＸでお申し込みください。  

※氏名、性別、生年月日、住所が必要です。 

○そ の 他  大会中の事故・けがについては、応急処置のみの対応となり 

ます。 

○主  催 潮南マレットゴルフクラブ   ○後  援 八百津町 

 
（やおつ水源の森づくり実行委員会） 

キリン木曽川水源の森づくり 

ボランティアを募集します 
 

やおつ水源の森づくり実行委員会では、国土緑化推進機構・キリンビール

(株)・岐阜県と一緒に、『木曽川流域に生活する住民に潤いと安らぎを与える

自然豊かな水源の森』を整備するため、協働で森づくりを行っています。 

今年は、下記の日程で下草刈りなどを行う予定ですので、ご参加いただける

ボランティアを募集します。みなさまのご協力をお願いします。 
 

○と き ５月２６日（土）午前８時３０分から午前１１時ごろ  

※昼食はありません。 

○と こ ろ キリン木曽川水源の森（久田見地内 笹池） 

○内    容  草刈機による下刈り作業など 

○持 ち 物  草刈機、飲み物 

○申込方法  電話またはメールにて、５月１８日（金）までにお申し込み

ください。詳しいご案内を郵送させていただきます。 

 メールアドレス：r i n g y o u @ t o w n . y a o t s u . l g . j p 

○そ の 他 草刈機の燃料は準備いたします。 

お問い合わせ先 

潮南マレットゴルフ 

クラブ 
（八百津町潮見 264-1 

潮南マレットゴルフ場内） 

電話･ファックス 

42-1030 

お申し込み・ 

お問い合わせ先 

やおつ水源の森づくり 

実行委員会 

（事務局：農林課 

 林業振興係） 

電話 43-2111 

（内線 2334） 



（八百津町食生活改善推進協議会） 

参加者募集！！ごきぶり団子と 

ペットボトル廃油石けんづくり講習会を開催！ 
 

日増しに暖かくなり、ごきぶりなどの害虫が発生する季節がやってきまし

た。このような害虫は、病原体を運び、私たちの健康に悪影響をおよぼすと

言われています。 

害虫による健康被害を防ぐために、体にやさしい『ごきぶり団子』を作って

みませんか？ 

環境にやさしい廃油石けん作りも同時に行います。 

お気軽にご参加ください。 

みなさまのお申し込みをお待ちしております。 
 

○と  き ５月１２日（土） 午前９時から 

○と こ ろ ファミリーセンター １階 調理室 

○参 加 費 ２００円 

○持 ち 物 エプロン、ビニール手袋、５００ｍｌのペットボトル 

○定  員 ３０名 

○申込方法 ４月２７日（金）までに、食改協メンバーまたは右記保健セ

ンターへお申し込みください。 

 

 

（八百津蘇水園） 

蘇水園を一般開放します 
 

蘇水園では、５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  ･･･５月 １日（火）午後 2 時から３時 

カラオケクラブ･･･５月１０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） 

 

 

 

 

 

 

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 

お申し込み・ 

お問い合わせ先 

 

推進協議会 
 

健康増進係） 

（保健センター内） 

電話 43-2111 

（内線 2561･2562） 



（総務課） 

平成３０年度特設人権相談所を開設します 
 

町では、下記のとおり特設人権相談所（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  ５月９日（水） 午後１時３０分～４時 

○ところ  ファミリーセンター、久田見出張所 
 

 

 

（八百津町体育協会） 

第１０回ぎふ清流郡市対抗駅伝競争大会 

出場者を募集します！ 
 

１０月に開催される「第１０回ぎふ清流郡市対抗駅伝競走大会」に加茂郡チ

ームとして出場しませんか。高校生、一般、４０歳以上の選手候補者を募集

します。 

ご応募いただいた方を対象に、練習会および最終選考会を実施し、代表選手

を決定します。 

加茂郡内のランナーのみなさまのご応募をお待ちしています！ 

 

○開催日時 １０月２１日（日）午前９時３０分スタート 

○コ ー ス 岐阜県庁を発着地とし、岐阜市内をまわる全長３２．４ｋｍ

のコースです。（１０区間） 

○区  間 第１区（高校女子）3.4km    第６区（小学男子）    1.6km 

       第２区（中学女子）2.1km    第７区（高校男子）    5.4km 

       第３区（小学女子）1.5km    第８区（一般・高校男子）5.5km 

       第４区（中学女子）2.2km    第９区（中学男子）    3.1km 

       第５区（40 歳以上）2.2km   第10区（一般・高校女子）5.4km 

○選手区分 高校生、一般、４０歳以上（３区分のいずれか） 

       ※年齢基準日は、平成３０年４月１日現在 

○応募資格  ①平成３０年９月１日現在、加茂郡内に在住または在勤して

いる者。 

②他県在住者であっても出身中学校または高校所在地が加茂

郡内である者。 

③高校生は保護者の承諾を得ること。 

○申込方法 応募用紙にご記入の上、６月１２日（火）までに、教育委員

会へお申し込みください。 

※応募用紙は窓口にご用意しています。 

 

 

 

 

 

 

お申し込み・ 

お問い合わせ先 

八百津町体育協会 
（事務局：教育課 

スポーツ振興係） 

 

電話 43-0390 

（内線 2516･2517） 

お問い合わせ先 

総務課  

広報行政係 

電話 43-2111 

（内線 2215･2216） 



（森林組合） 

林業機械無料修理会・即売会のお知らせ 
 

八百津町森林組合では、下記のとおり林業機械の無料修理会・即売会を実施

します。 

チェンソー・草刈機の調子はいかがですか？ 

林業機械のことなら、森林組合におまかせください！ 
 

開催日 ５月１５日（火） ５月１６日（水） 

開催場所 久田見出張所前 森林組合事務所前 

開催時間 両日とも午前９時３０分から午後４時 

その他 修理における部品代は実費負担していただきます。 

 

 

 

（関西電力） 

サイレン･スピーカーの吹鳴試験を行います 
 

ダム放流警報装置の定期点検にともない、下記のとおりサイレン・スピーカ

ーの吹鳴試験を行います。みなさまのご理解をお願いします。 

なお、出水状況により日時が変更になる場合があります。 

 

○丸山ダム  ５月１０日（木）～１１日（金）  

午前９時から午後５時 （３回程度） 

○兼山ダム  ５月１４日（月）  

午前９時から午後５時 （３回程度） 

 

 

 

（ハローワーク美濃加茂） 

平成３１年３月新規学校卒業者対象 

求人取扱説明会（事業主向け）を開催します 

ハローワーク美濃加茂では、平成３１年 3 月卒業予定者の採用を計画してい

る事業主向けの求人取扱説明会を開催します。 

新卒者を採用予定の事業主の方はぜひご出席ください。 
 

○と き   5 月２９日（火） 午後２時～ 

○ところ みのかも文化の森 緑のホール 

（美濃加茂市蜂屋町上蜂屋３２９９－１） 

○内 容 最近の雇用失業情勢について 求人の取扱いについて 

○対象者 平成３１年３月新規学校卒業者の採用を計画している事業主 

※出席ご希望の方は事前にお申込みが必要です。詳しくは下 

記ハローワーク美濃加茂にお問い合わせください。 

 

 

お問い合わせ先 

八百津町森林組合 

電話 43-1895 

お問い合わせ先 

関西電力（株） 

東海電力部 

通信グループ 

電話 052- 

932-7513 

お問い合わせ先 

ハローワーク美濃加茂 

学卒担当 

（美濃加茂市伊深町

1-206-9） 

電話 25-2178 



男子力アップセミナーのテーマは、
『婚活を早く卒業するために必要なこと

自分の魅力発見とアプローチ方法』です。
自分でも知らなかった魅力を見つける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

男性なら参加が可能です。

■と き：５月１２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。

■と き：５月１２日（土）・１９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）
５月２５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
ご予約が必要です。

（総務課） 八百津町

を開催します！

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

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。）

男子力
アップ
セミナー

息子さん、娘さんの婚活について相談したいという親御さんが
増えています。専門のアドバイザーが相談にのり、少しでも幸
せに近づけるようお手伝いさせていただきます。
■と き：５月１５日（火）午後１時３０分から３時３０分
■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。

親御さん
向け
相談会



 
 

 

 

 

  

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

   

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◇ワープロソフト【Word】の基礎を学習します 

全７回コース１０：００～１２：００ 

①４月１１日（水）～５月２３日（水） 

②６月 ６日（水）～７月１８日（水） 

③８月 １日（水）～９月１９日（水） 

 

◇インターネットの学習をします 

（基礎・応用）全２回コース 

１０：００～１２:００ 

①基礎５月３１日（木）応用６月 ７日（木） 

②基礎８月２３日（木）応用８月３０日（木）  

◇パワーポイントを使ってアルバムを作成します 

全２回コース１０：００～１２：００ 

①６月２１日（木）～６月２８日（木） 

②９月１３日（木）～９月２０日（木） 
１０：００～１５：３０ 

◇個別に対応して学習します 

①４月 ５日（木）②５月２４日（木） 

③６月１４日（木）④７月 ５日（木） 

⑤８月１６日（木）⑥９月 ６日（木） 

◇聴覚障がい者等を対象に個別学習します       

①４月１５日（日）②５月２０日（日） 

③６月１７日（日）④７月１５日（日） 

⑤８月１９日（日）⑥９月１６日（日） 

注 日程は、会場・講師の都合等で変更になる

ことがあります。 

詳細は福祉メディア実習室までお問い合

わせください。Word以外の研修は、Word

の基礎知識のある方が対象です。 

特別講習は申込書の提出が必要です。 

 
 

 アルバム作成 

 特別講習 

 

◇表計算ソフト【Excel】の基礎を学習します 

（基礎）全３回コース  

１０：００～１２：００ 

①４月１２日（木）～４月２６日（木） 

②７月１２日（木）～７月２６日（木） 

 

（応用）全２回コース  

１０：００～１２：００ 

①５月１０日（木）～５月１７日（木） 

②８月 ２日（木）～８月 ９日（木） 

福祉メディア実習室は、障がい者の方を対象にパソコンの基礎から学んでいただくための施設で

す。専任の講師が指導いたします。県内の障がい者の方なら無料で利用していただけます。利用

は予約制ですので電話等でお申し込みください。 

開館時間 １０：００～１５：３０ 

開 館 日 水、木曜日 第三日曜日  

TEL・FAX ０５８４－７７－１２８２ 

〒５０３－０００６ 岐阜県大垣市加賀野４－１－７ ソフトピアジャパンセンタービル１階 

福祉メディアステーション内 福祉メディア実習室 

【電話／ＦＡＸ】０５８４－７７－１２８２ 

【Ｅ－ｍａｉｌ】info@f-media.jp   【Ｕ Ｒ  L】http://www.f-media.jp 

【 運 営 主 体 】一般財団法人 岐阜県身体障害者福祉協会 
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