
 

 

 

 

 

 
 

 

（八百津町農業委員会） 
 

耕作放棄地はありませんか？ 
 

八百津町農業委員会では、農地法に基づき毎年１回、町内のすべての農地を

対象に、現在の利用状況を確認する「利用状況調査」を実施しています。 

今年も９月・１０月に、農業委員と農地利用最適化推進委員が巡回し調査を

します。 

みなさまのご理解・ご協力をお願いします。 
 

農地は食糧生産の場であり、また環境保全においても重要な役割を担う大切

な資産です。 

不耕作地の放置は、周辺への雑草・病害虫の拡大の原因となり、火災やゴミ

の不法投棄・交通の障害・景観を損なうなど周辺農地以外の生活環境にも悪

影響を及ぼします。 

これらのことをご理解いただき、草刈り、防草シートの敷設など、農地の適

正な管理をお願いします。 

 
（地域振興課） 
 

ご意見をお聞かせください！ 

公共交通に関する地域懇談会を開催します 
 

町では、町民や来訪者のみなさまにとって、利用しやすく、将来にわたり維

持できる公共交通体系の形成を目指して、地域公共交通網形成計画の策定に

取り組んでいます。 

そこで、町民のみなさまから、地域における公共交通の課題やニーズについ

てご意見をお伺いし、今後の計画に反映させていくことを目的として、６地

区で地域公共交通住民懇談会を開催します。 

より良い公共交通の実現に向け、活発なご意見をお聞かせください。 

事前のお申し込みは不要です。お気軽にご参加ください。 
 

【開催日時】 

とき ところ 

９月 11 日（火）午後７時から９時 福地出張所 

９月１２日（水）午後７時から９時 潮南出張所 

９月１３日（木）午後７時から９時 久田見出張所 

９月１８日（火）午後７時から９時 和知出張所 

９月１９日（水）午後７時から９時 ファミリーセンター 

９月２０日（木）午後７時から９時 錦津コミュニティセンター 
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覧 

お 知 ら せ 版 八百津町役場 

第１０号（平成３０年８月１７日発行） ☎４３－２１１１ 

お問い合わせ先 

八百津町農業委員会

（事務局：農林課） 

☎43-2111 

（内線 2332） 

 

HP番号 ４168 

HP番号 ５５２８ 

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。 

お問い合わせ先 

地域振興課 

地域振興係 

☎43-2111 

（内線 2252） 

 



（八百津町観光協会） 
 

「やおつ大好き！」フォトコンテスト 

作品を募集しています 
 

八百津町観光協会では、ただ今フォトコンテストの作品を募集しています。 

入賞作品は、１１月１０日（土）・１１日（日）に開催される産業文化祭に

て表彰・展示し、町の広報紙に掲載する予定です。 

町内で撮影した、「やおつが大好き！」が伝わる写真を、ぜひご応募くださ

い。 
 

○テ ー マ  「わたしの好きな八百津」 

○応募資格  八百津町内外を問わず、どなたでも応募可能 

○応募形態  八百津町で撮影した「八百津町が大好き！」と伝わる写真 

5 メガバイト以下の JPEG デジタルデータ 

カラーor モノクロ、横向き or 縦向きいずれも可 

○応募方法  ９月３０日（日）までに、下記フォトコンテストホームペー

ジの専用フォームからご応募ください。 

 https://kankou.yaotsu.jp/photo_contest 
 （応募方法など詳細も、こちらでご確認ください。） 

○審査・賞  ・厳正な審査により、入賞作品を 20 作品程度選定します

（受賞者の重複はありません）。 

・入賞作品応募者には八百津町の特産品をプレゼント（総額

10 万円程度）。 

 

（総務課） 

八百津町「学べる」結婚相談所のご案内 
 

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。 

個別に相談を受け、個人のスキルアップに対するアドバイスをします！ 

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  ９月 ８日（土）午後１時３０分から４時３０分 

（最終受付：午後４時） 

      ９月１５日（土）午後１時３０分から４時３０分 

（最終受付：午後４時） 

     ９月 2８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  予約が必要です。 

 

★親御さん向け無料結婚相談会を開催します★ 
 

未婚のお子様を持つ親御さんを対象に、無料結婚個別相談会を行います。 

今どきの婚活事情は？親として何をサポートすれば良いか？相談所のシステ

ムは？など、どんなことでもお気軽にご相談下さい。 
 

○と き  ９月１８日（火）午後１時３０分から３時３０分 

○ところ  防災センター（役場西側） 

○その他  予約が必要です。 
 

お問い合わせ先 

八百津町観光協会
（事務局：タウン 

プロモーション室） 

☎43-2111 

（内線 2352） 

 



★男子力アップセミナー★ 
今回の男子力アップセミナーは「好感度がアップする デート会話力セミナ

ー」です。会話の盛り上げポイントなどもお伝えしますので、ぜひこの機会

にご参加ください。 

このセミナーは相談所に登録されていない方でも、独身の男性ならば参加が

可能です。 
 

○と き  ９月８日（土）午後２時から３時 

○ところ  防災センター（役場西側） 

○参加費  無料 

○その他  予約が必要です。 

 
 

（八百津蘇水園） 
 

蘇水園を一般開放します 
 

蘇水園では、９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。お気軽にお越しください。 
 

○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･･･９月１３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越しください。 

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、乗り合わせてお越しいただ

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） 

 
 

（教育課） 
 

 
 

紅白歌合戦の出場経験をもつ、早稲田大学混声合唱団が、今年も八百津町に

やって来ます！ 

昨年の公演でも、その美しい歌声で多くのお客さまを魅了。「感動した」「元

気をもらった」と大好評でした。 

元外交官・杉原千畝氏が学び、八百津町とも縁の深い早稲田大学と交流する

ことで、人道精神・博愛主義を思い起こしていただくとともに、本物の芸術

を鑑賞することで心にうるおいを与え、生きがいづくりにつなげます。 

今回は八百津東部中学校のみなさんもステージに登場します！ 

入場は無料です（先着５００名）。みなさまのお越しをお待ちしています。 
 

○と き  ９月１日（土）午後１時開場 午後１時３０分開演 

○ところ  ファミリーセンター 大ホール 

○出 演  早稲田大学混声合唱団（伴奏：ピアニスト 加藤露弥） 

八百津東部中学校 

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） 

 

HP番号 ２７４０ 

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 

お問い合わせ先 

教育課 生涯学習係 

☎43-0390 

（内線 2515） 

 

 

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 



（教育課） 
 

 
 

八百津の秋の始まりは、何と言っても筑前琵琶演奏会。 

町内在住の筑前琵琶演奏家、田中旭泉（たなかきょくせん）さんの演奏会は、今年

で１２回目を迎えます。 

今回は「父子の情（おやこのなさけ）」をテーマに、「平家物語」を筑前琵琶の演奏

と読み語りでお届けします。夜空にまたたく星の下、虫たちの声と共に奏でられる

音の饗宴に触れ、心静かな一時をすごしませんか？ 

前売り券は、ファミリーセンター、各出張所にて好評発売中です。 
 

○と き  平成３０年９月８日（土）午後６時開場 午後７時開演 

○ところ  人道の丘公園（雨天時：ファミリーセンター 大ホール） 

○出 演  田中旭泉（筑前琵琶演奏）、いちかわあつき（読み語り） 

○入場料  ５００円 

○その他  当日午後４時より、ファミリーセンターにて、三木秀生先生を講師に

招き、平家物語の理解を深める無料の講演会を行います。ぜひお越し

ください。 

 
 

（錦津出張所） 
 

受講者募集！公民館講座のご案内 
 

１．「初心者向けヘルシーパン教室」 
 

生地にたっぷりのヨーグルトと季節の野菜･果物を入れた、ヘルシーなパンを作っ

てみませんか？とっても簡単に楽しく作れて、お子さんのおやつにもぴったりのお

いしいパンですよ。ぜひご参加ください。 
 

○と  き  第１回：１０月９日（火） 第２回：１２月１１日（火） 

       第３回：１月８日（火）  第４回：２月１２日（火） 

いずれも午前９時３０分から午後０時３０分  （全４回） 

○と こ ろ 錦津コミュニティセンターきらり 調理室 

○定  員 １０名（先着順） 

○講  師 小出芳枝 先生 

○受 講 料 ２,０００円（４回分）※初回に集めます。 

○材 料 費 １回あたり８００円 ※毎回集めます。 
 

２．「よくばりいろいろ体験講座」 

パン、トールペイントのウェルカムボード、デコパージュのエコバッグ、お正月の

寄せ植え、バレンタインのお菓子･･･みなさんのやってみたいことを、ちょっとず

つ、フルコースで学べる特別講座です！ 

一緒に新しい趣味を発掘しませんか？ 
 

○と  き  第１回：１０月１１日（木）パン作り 

       第２回：１０月２５日（木）デコパージュ制作 

第３回：１１月２９日（木）クリスマス・アイシングクッキー 

第４回：１２月１０日（月）お正月用寄せ植え・こけ玉作り 

第５回： １月２４日（木）トールペイント制作 

       第６回： ２月１４日（木）バレンタインのお菓子作り 

いずれも午前９時３０分～午後０時３０分 

○と こ ろ 錦津コミュニティセンターきらり 研修室・調理室 

○定  員 １２名（先着順） 

○講  師 古田美智子 先生 

○受 講 料 ３,０００円（6 回分） ※初回に集めます。 

○材 料 費 第１・３・６回…８００円 第 2・５回･･･１,０００円 

第４回･･･３,５００円  ※毎回集めます。 

お問い合わせ先 

教育課 生涯学習係 

☎43-0390 

（内線 2515） 

 



 

１・２共通 

○対  象 大人 

○申込方法 ９月３日（月）午前９時から９月１８日（火）午後５時までの期

間に、右記へお申し込みください。 

○そ の 他 受講希望者が５名に満たない場合は開講できません。あらかじめ

ご了承ください。 

 

 

（わくわく体験館） 
 

ガラス工芸のイベント・講座 参加者募集！ 
 

１．わくわく体験館のガラスフェスタ 
 

わくわく体験館２０周年記念イベントとして、ガラスに親しむイベント「ガラスフ

ェスタ」を開催します。 

○と き 9 月１６日（日）午前９時から午後３時 

○と こ ろ わくわく体験館 

○内  容 ①「受講生のガラス作品市」 

②「吹きガラス・ガラスカットちょこっと体験」（無料） 

③「通常体験＆特別体験」（５００円） 

④「吹きガラス実演」    

⑤「五平餅、かき氷、ポン菓子」 

⑥「お楽しみ抽選会」 

○申込方法 当日先着順で受付します。 
 

２．ステンドグラス基礎講座Ⅳ クリスマスツリー 
○と き  ①木曜午前コース（午前９時から正午） 

10/11、10/18、10/25、11/1、11/8、11/15 

② 金曜午後コース（午後１時～４時） 

10/12、10/19、10/26、11/2、11/9、11/16 

③ 土曜午前コース（午前 9 時～正午） 

10/13、10/20、10/27、11/10、11/17、11/24 

○内 容  ステンドグラスの基礎を学びながら、作品作りを楽しみます。 

○定 員  各曜日 8 名（抽選） 

○参加費  21,500 円（材料費・税込）  
 

３．トンボ玉基礎講座Ⅳ 
○と き  ①水曜午前コース（午前９時～正午） 

10/17、10/24、10/31、11/7 

②日曜午前コース（午前 9 時～正午） 

10/21、10/28、11/4、11/11 

○内 容  全 4 回で、花模様のトンボ玉を作る技術を習得します。 

○定 員  水曜日 8 名、日曜日 4 名（抽選） 

○参 加  10,000 円（材料費・税込） 

 

２．３．共通 
○と こ ろ わくわく体験館 

○対  象 大人 

○申込方法 ９月３０日（日）までに、電話または窓口でお申し込みください。 

お申し込み・ 

お問い合わせ先 

錦津出張所 

☎43-2234 

 

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） 

☎65-1515 

 




