
 

 

 

 

 

 
 

 

（教育課） 
 

すこやか教育相談会を開催します 
 

小学校入学前のお子さんや、小中学生のお子さんの体や心の発達に関して、

悩みや気がかりのあるご家族の方の相談をお受けします。 
 

たとえば･･･   

・言葉が遅れているような気がする 

・何かいつもイライラしているようだ 

・落ち着きがない 

・よく見えていないようだ 

・よく聞こえていないようだ 

・思うように体が動かせない 

・就学や進路について聞きたい      ･･･など 

※その他不安なことがありましたらお気軽にご相談ください。 
 

○と  き  ８月２２日（水）午後１時～４時（予定）  

○と こ ろ  ファミリーセンター １階特別会議室 または ２階相談室 

○申込期限  ８月１６日（木）  

○相 談 員  可茂特別支援学校、教育関係・福祉関係の相談支援員 

○そ の 他  ・相談は無料で、秘密はかたく守られます。 

・相談時間は１時間程度です。お申し込み後、相談時間と場

所を決定し連絡します。 

 
 

（八百津蘇水園） 
 

蘇水園を一般開放します 
 

蘇水園では、８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。お気軽におこしください。 
 

○と き ホーム喫茶  ･･･毎週火曜日 午後2 時から３時 

カラオケクラブ･･･８月９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） 
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お 知 ら せ 版 八百津町役場 

第８号（平成３０年７月２０日発行） ☎４３－２１１１ 

お申し込み・ 

お問い合わせ先 

教育課 学校教育係 

☎43-0390 

（内線 2514） 

 

HP番号 ４168 

新しくなった町のホー

ムページでは、気にな

る記事を４けたの HP

番号から簡単に検索す

ることができます！ 

ぜひアクセスしてみて

くださいね♪ 
※ホームページ掲載のな

い記事には、HP 番号は

付いていません。 

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 



（農林課） 
 

上質な栗を栽培するために・・・ 
平成３０年度第３回栗現地研修会 受講者募集！ 
 

 

より質の良い八百津の栗を栽培するため、新しくなった中山間農業研究所中

津川支所を視察しませんか。最新の技術を学び、栽培技術および品質の向上

につなげていくことを目的として下記のとおり研修会を行います。 

参加希望の方は、お気軽にお申し込みください。 
 

○と  き  ８月８日（水）・８月１０日（金） 

  ※２日とも同じ内容です。希望日を選んでください。 

○日  程  午前１０時２５分 ファミリーセンター集合 

午前１０時３０分 出発 

午後１時３０分から３時ごろまで 講習 

午後４時３０分 ファミリーセンター帰着予定 

○目 的 地  中山間農業研究所 中津川支所 

（中津川市福岡１８２１－１７５） 

○内  容  施設の紹介、栗の栽培技術および栗の試験、研究内容、新品

種「えな宝来・宝月」の紹介 など 

○受 講 料  無料 

○定  員  各日２０名 

○申込方法  ７月２３日（月）から７月２７日（金）の期間に電話にてお

申し込みください。先着順に受付し、定員になりしだい締め

切ります。 

（受付時間･･･平日午前８時３０分から午後５時１５分） 

○そ の 他  ・雨天決行  ※暴風や台風の場合は中止 

・昼食は用意しません。途中、恵那峡ＳＡにて１時間ほど昼

食の時間をとりますので、各自で昼食をとってください。

（午前１１時３０分から１時間程度） 

・詳細な日程は、受講決定者に改めて通知します。 

 
 

（総務課） 
 

八百津町「学べる」結婚相談所を開催します 
 

 

八百津町結婚相談所では、結婚について真剣に考えている独身男女（町外の

方でも OK！）を対象に、無料で相談会を開催しています。 

岐阜県が運営する「ぎふ広域結婚相談事業支援ネットワーク」を利用して、

八百津町の相談所に限らず、岐阜県内の市町村が運営する結婚相談所に登録

している方とのお見合いもサポートします。 

安心して「初めの一歩」を踏み出しましょう！お気軽にご相談ください。 
 

○と き ８月１８日（土）午後１時３０分から４時３０分 

（最終受付：午後４時） 

       ８月 2４日（金）午後７時から９時 

（最終受付：午後８時３０分） 

○ところ 防災センター（役場西側） 

○その他   ・ご予約が必要です。 

       ・E メールでのご予約・お問い合わせも受け付けています。 

    E-Mail：ketukon@town.yaotsu.lg.jp 

お申し込み・ 

お問い合わせ先 

総務課 政策調整係 

☎43-2111 

（内線 2212） 

 

お申し込み・ 

お問い合わせ先 

農林課 農業振興係 

☎43-2111 

（内線 2332･2333） 

 

HP番号 ４６５６ 

HP番号 ２７４０ 



（地域包括支援センター・健康福祉課） 
 

らく楽トレーニング講座を開催します 
 

 

トレーニング機器を利用した運動の効果・目的・機器の使い方や運動上の注

意点について学びます。 

この講座を 1 回受講すると、らく楽自主トレーニングに参加できます。 
 

○対 象 者 ２０歳以上 住民の方 

○定  員 １０名程度 

○申込期間 7 月２７日（金）まで 

（受付時間：平日午前８時３０分から午後５時１５分） 

※定員になり次第締め切ります 

○と  き  ８月７日（火）午後１時３０分から３時 

○と こ ろ  福祉センター 1 階 介護予防訓練室 

○申込方法  保健センターの窓口におこしください。 

○そ の 他  ・受付時に問診などがあります。身体状況によっては参加受

付できない場合があります。 
 

らく楽自主トレーニングでは、会場が開いている日（月・水・金曜日の午

前、火・木曜日の午後）の好きな時間帯にトレーニング機器を使い、自分の

ペースで筋力トレーニングができます。 

 

 
 

（八百津町社会福祉協議会） 
 

八百津町戦没者追悼式のご案内 
 

 

先の大戦をはじめとする幾多の戦禍により犠牲となられた戦没者を追悼し、

平和への誓いを新たにするため、次のとおり八百津町戦没者追悼式を執り行

います。 

遺族の方にかかわらず、どなたでも参列いただけます。事前の申込みは不要

ですので、直接会場におこしください。 
 

○と き 8 月 12 日（日）午前１０時より 

○ところ   のうひグリーンホール八百津 

○形 式 無宗教、献花方式 

○主 催   八百津町、八百津町遺族連合会、八百津町社会福祉協議会 

○その他 ・式典当日の服装は、平服で差し支えありません。 

・誠に勝手ながらお供えは固くご辞退申し上げます。 

・八百津町の今と昔の風景を撮影した写真展が併せて開催さ

れます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

お申し込み・ 

お問い合わせ先 

保健センター内 

☎43-2111 

○八百津町地域包括 

支援センター 

（内線 2566・2567） 

直通：43-3267 

○健康福祉課 

健康増進係 

（内線 2561・2562） 

 

お問い合わせ先 

八百津町 

社会福祉協議会 

電話 43-4462 

熱中症にご用心！！ 
例年以上の猛暑で、すでに国内で熱中症

による死者が出ています。 

屋外はもちろん、高温多湿の室内でも熱

中症予防対策が必要です。家族や近所の

方々で声をかけ合って、熱中症を予防し

ましょう！ 

○こまめに水分を補給しましょう。 

○室温は２８℃以下を保ちましょう。 

○バランスのよい食事と十分な睡眠を 

とりましょう。 



（岐阜地方裁判所） 
 

裁判所ウェブサイトのご案内 
 

 

裁判所では、国民のみなさまに新しくできた制度や裁判手続を知っていただ

くために、毎月テーマを定めて、裁判所ウェブサイトでご案内しています。 

8 月のテーマは「裁判員裁判の実施状況」です。ぜひご覧ください。 

 

 

 

（八百津交番） 
 

岐阜県警察官を募集しています 
 

 

下記の日程で、岐阜県警察官採用試験が行われます。 

申込書は八百津交番にもご用意していますので、受験を希望される方は、お

気軽にお問い合わせください。 
 

○日  程 【申込書受付】７月１３日（金）から８月１４日（火） 

  【第１次試験】９月１６日（日） 

  【第２次試験】１０月中旬から１１月上旬 

  【合 格 発 表】１１月中旬 

○受験資格  昭和５８年４月２日から平成１３年４月１日生まれの者 

【警察官 AⅡ】大学卒業（平成３１年３月３１日までに卒業

見込み含む） 

       【警 察 官 Ｂ】警察官 AⅡ以外（大学卒業以外） 

 

 

（名古屋国税局） 
 

国税庁経験者採用試験を実施します 
 

 

国税庁では、下記のとおり税務職員を募集します。 
 

○職  種 国税調査官級 

○受験資格 平成３０年４月１日において、大学など（短期大学を除く）

を卒業した日または大学院の課程などを修了した日のうち、

最も古い日から起算して８年を経過した者 

○申込方法 ・インターネットによりお申し込みください。 

・受付期間：８月３日（金）午前９時から８月２１日（火）

【受信有効】 

  ・専用アドレス〔http://www.jinji-shiken.go.jp/juken.html〕へ 

アクセスしてください。 

  ・インターネット申込みができない場合は、右記にご連絡 

ください。 

○試験日 【第１次試験】９月３０日（日） 

【第２次試験】１１月３日（土・祝）、４日（日）、 

１０日（土）、１１日（日）のうち、 

いずれか指定する１日 

  【第３次試験】１２月上旬で指定する１日 

お問い合わせ先 

名古屋国税局 

人事第二課 試験係 

電話 052- 

951-3511 

（内線 3451） 

お問い合わせ先 

加茂警察署 

八百津交番 

電話 43-0002 

裁判所ウェブサイト http://www.courts.go.jp/index.html 

お問い合わせ先 

岐阜地方裁判所 

事務局 総務課 

電話 058- 

262-5122 


