
 

 

 

 

 

 
 

 

（教育課） 
 

揖斐
い び

祐治
ゆ う じ

さんと走ろう！ 

第 18回やおつ人道の丘ジョギング大会 
 

今年のジョギング大会は、ゲストランナーに揖斐祐治さん（可児市出身）を

お迎えします。揖斐さんは、東京箱根往復駅伝・全日本大学駅伝などで、数

多くの区間賞に輝き、現在は岐阜経済大学駅伝部監督をつとめてみえます。 

揖斐さんと一緒にさわやかな汗を流しましょう！ 

ゴール後は、美味しい豚汁のサービスと、ゼッケン番号で賞品が当たる「お

楽しみ抽選会」を行います。 

みなさんお気軽にご参加ください。 
 

○と  き  １１月１８日（日）午前８時５０分～開会式（雨天決行） 

○と こ ろ  ファミリーセンター 隣接駐車場 

○コ ー ス  ３㎞コース（小学生以上） 

        ５㎞コース（中学生以上） 

       ８㎞コース（高校生以上） 

○仮装部門  ※３㎞コースのみ、仮装での参加が可能です。 

みんなで大会を盛り上げましょう！ 

○参加資格  健康で参加コースを完走・完歩できる方、 

○参 加 料  ・中学生以下（５００円）  ・高校生（８００円） 

・一般（１，０００円） 

○特  典  参加者全員にオリジナルタオル、完走証、杉原千畝記念館・

旧八百津発電所資料館無料入館、豚汁、八百津せんべいの無

料サービス 

○申込方法  申込書に必要事項を明記の上、参加料とともに教育委員会・

各出張所または、最寄りのゆうちょ銀行にてお申し込みくだ

さい。（申込書はファミリーセンターおよび各出張所に設置

しています） 

○申込期限  １０月１２日（金）※ゆうちょ銀行の場合１０月９日（火） 
 

 

（健康福祉課） 
 

休日急患診療所当番医 変更のお知らせ 
 

休日急患診療所の当番医が、次のとおり変更となりました。 

お間違えのないよう、お気を付けください。 

 

○変更日  平成３０年 9月 17日 月曜日 

○当番医  西田醫院 → 岩永耳鼻咽喉科（☎25-8749） 

 

回 

覧 

お 知 ら せ 版 八百津町役場 

第１１号（平成３０年９月５日発行） ☎４３－２１１１ 

HP番号 ４168 

ゲストランナー 

岐阜経済大学 駅伝部監督 

揖斐祐治さん 

お申し込み・ 

お問い合わせ先 

教育課  

スポーツ振興係 

☎43-0390 

（内線 2516･2517） 

 

お問い合わせ先 

保健センター内 

健康福祉課 

健康増進係 

電話 43-2111 

（内線 2561） 

 

HP番号 ５８４１ 



（健康福祉課） 
 

保育園の入所説明会を開催します 
 

来年４月から、町内の公私立保育園へ新しく入所を希望する方を対象に、次

の日程で説明会を行います。 

※潮南保育園は平成２６年度から休園中です。 
 

・入所申込書は、各説明会の当日にお渡ししますが、当日都合の悪い方は、

後日保育園で受け取ってください。 

・現在保育園に入所し、引き続き入所を希望される方については、各園で確

認をとります。 

・平成３１年度途中に入所を希望される方（入所予定のある方）について

も、お越しください。 

 

・・・・・・・保育園はこんなところです・・・・・・・・ 
◎赤ちゃん（生後 6ヶ月以上）から小学校入学前までの保育が必要なお子さ

んをお預かりします。 

◎保育時間は午前 8時から午後 4時までです。お勤めの都合などでご希望

により延長保育のご相談に応じます。 

八百津保育園では午前 7時から午後 7時までの延長保育を行います。 

◎子どもたちの成長を願い、安全でバランスのとれた給食・手作りおやつを

用意します。 

◎八百津保育園・和知保育園では障がい児保育も行います。また、他の保育

園につきましてもご相談ください。 

◎育児相談を受け付けます。子育ての悩みはお気軽にご相談ください。 

◎八百津保育園・和知保育園では未就園児童の一時預かり（一時保育）を行

っています。 
 

保育園入所の資格 
◎八百津町に住所があって居住している方で、児童の状況が下記のいずれか

に該当し、家庭内で充分な保育ができない（保育の必要性がある）と認めら

れるもの。 

①児童の親が日常、育児や家事以外の仕事に従事している場合 

（会社員、パート勤務、農業などに従事） 

②児童の親が病気、出産の前後または障がい者である場合 

③児童の親が家庭内の長期にわたる病人などの看護にあたっている場合 

④その他、保育が必要と認められる特別な事情の場合 
 

※説明会は上記日程限りの開催です。 

また、入所申込書の受付は、原則１０月末までとなります。 

 

保育園名 入所定員 説明会の日時 会場 

町立 

八百津保育園 
１００名 

１０月 ９日（火） 

午後 3時から 
八百津保育園 

町立 

錦津保育園 
８０名 

１０月１１日（木） 

午後３時から 
きらり２階研修室 

町立 

久田見保育園 
４０名 

１０月 ４日（木） 

午後３時から 
久田見保育園 

私立 

和知保育園 
８０名 

１０月１０日（水） 

午後３時から 
和知保育園 

お問い合わせ先 

健康福祉課 

子育支援係 

（保健センター内） 

電話 43-2111 

（内線 2564） 

 



（健康福祉課） 
 

予防接種はお早めに･･･ 
 

お子さんの予防接種はもうお済みですか？ 

２学期が始まり、学校や保育園、幼稚園の行事や季節性のインフルエンザの

流行が始まります。 

また、冬場になると体調を崩しやすく、接種の機会を逃しがちです。 

計画的に予防接種を受けましょう。 

ワクチン名 対   象 回数 

二種混合 

（ジフテリア・破傷風） 

１１歳以上１３歳未満の方 

＊小学６年生に通知しています。 

※現在ワクチンが不足しているため、予約から摂取

までに時間がかかっています。早めの予約をお願

いします。 

１回 

日本脳炎（2期） 

９歳以上１３歳未満の方 

＊小学４年生に通知しています。 

＊平成１９年４月２日～平成２１年１０月１日生ま

れで、９歳以上１３歳未満の方は終わっていない

回数分接種することができます。 

＊平成１０年４月２日～平成１９年４月１日生まれ

で、２０歳未満の方は、終わっていない回数分接

種することができます。 

 

 

 

 

 

１回 

MR（2期） 
（麻しん・風しん） 

保育園（所）・幼稚園の年長に相当する方 

（来年度、小学校に入学される方） 
１回 

※現在、保健センターでの集団接種は実施していません。医療機関にて個別

に予約・接種をしてください。 
 

〈訂正とお詫び〉 

  ８月３日発行のお知らせ版第９号の掲載内容に下記の誤りがありました。訂正

してお詫びいたします。 

・記載内容 日本脳炎（２期）の標準的なスケジュール 
 

誤 「初回→３～４歳で１回 追加→４～４歳で１回」 
 

   正 「初回→３～４歳で２回 追加→４～５歳で１回」 

 

 

（総務課） 
 

特設人権相談所 開設のご案内 
 

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  ９月１２日（水）午後１時３０分から４時 

○ところ  ファミリーセンター ２階 研修室、 

久田見出張所 

標準的なスケジュール 

第 1期 初回 ３～４歳で２回 

    追加 ４～５歳で１回 

第 2期    小学４年生で 1回 

お問い合わせ先 

健康福祉課 

健康増進係 
（保健センター内） 

☎43-2111 

（内線 2561･2562） 

 

お問い合わせ先 

総務課 広報行政係

電話 43-2111 

（内線 2215･2216） 



（地域振興課） 
 

住宅用太陽光発電システムを設置する方へ･･･ 

補助金の申請を受け付けています！ 
 

町では、住宅用太陽光発電システムを設置する方に対して、設置費用の一部

を補助します。 
 

○補助金額 住宅用太陽光発電システム１kw当たり３万円 

（上限４kw、１２万円まで） 

  ※kw表示の小数点以下２桁未満を切り捨てたものに３万円を

乗じた額 

○対 象 者 ・八百津町民で、町税・国民健康保険税など滞納していない方 

      ・電力会社と太陽光契約を締結した方 

      ・システムを町内において自ら所有し、かつ、居住する家屋に

システムを設置した人、または自ら居住する家屋の電力供給

のために、他人が所有する家屋その他建築物または敷地にシ

ステムを設置した方 

      ・建売供給事業者などから、自ら居住する住宅としてシステム

付住宅を購入した方 

      ・自ら居住する借家にシステムを設置した方 

○申請方法 工事完了（引き渡し）から 120日以内に、交付申請書に必要

書類を添付して提出してください。 

      詳しくは町のホームページをご覧いただくか、お問い合わせく

ださい。 

 

 

（やおつ水源の森づくり実行委員会） 
 

キリン水源の森づくり ボランティア募集！ 
 

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・

岐阜県とともに、木曽川流域に生活する住民の心にうるおいと安らぎを与え

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。 

この秋にも、下草刈り、桜の木の間伐などを行う予定です。 

今年も下記のとおり、ボランティアを募集します。美しい森を守るため、み

なさまのご協力をお願いいたします。 

 

○と  き  １０月２０日（土）午前８時２０分集合（午後１時頃終了予定）  

○と こ ろ  キリン木曽川水源の森（笹池） 

○活動内容  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  １０月５日（金）までに、お電話または Eメールにてご連絡

ください。詳しい内容を郵送いたします。  

Eメールアドレス：ringyou@town.yaotsu.lg.jp 

○そ の 他  昼食、草刈機の燃料は準備いたします。 

       

 

 

 

 

お問い合わせ先 

地域振興課 

商工振興係 

電話 43-2111 

（内線 2255） 

お申し込み・ 

お問い合わせ先 

八百津水源の森づくり 

実行委員会 

事務局：農林課  

林業振興係 

電話 43-2111 

（内線 2334） 

HP番号 １４８３ 



（健康福祉課） 
 

こころの健康相談会のご案内 
 

・イライラする   ・ストレスを感じる  ・眠れない 

・やる気が出ない  ・家族が現実と違う話ばかりする 

・家族が引きこもっているが、どう対応したらいいか分からない 

・アルコールの問題で困っている ･･･など 

ご自身やご家族のこころの健康について悩んでいませんか？ 

相談は個別で、秘密は厳守します。お悩みのある方はご相談ください。 
 

○と き  １０月２６日（金）午後１時から 

○ところ  保健センター 

○その他  ・精神科専門医師と中濃保健所の保健師が対応します。 

・相談は予約制です。必ず事前に電話でお申し込みください。 

 

 

（錦津出張所） 
 

干支の壁掛け作りに挑戦しませんか？ 
 

新年に向けて、来年の干支「亥（イノシシ）」の壁掛けを作ってみません

か？ 

色紙に彩り鮮やかな和紙でイノシシなどを作り、貼り付けます。 

新年にふさわしい豪華な壁掛けになりますよ。 
 

○と  き １１月９日（金）および１２月１４日（金） 

いずれも午前９時から１１時 （全２回） 

○と こ ろ 錦津コミュニティセンターきらり 研修室 

○対  象 大人 

○定  員 １５人（先着順） 

○講  師 山口すま子 先生 

○受 講 料 １,０００円（２回分） 

○材 料 費 １,５００円程度 ※受講料・材料費は初回に集めます。 

○持 ち 物 はさみ（よく切れるもの） ボンド 手ふき 

○申込方法 ９月１８日（火）午前９時から１０月１９日（金）午後５時ま

での期間に、お電話または窓口で直接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。 

 

 

（岐阜地方裁判所） 
 

「法の日」週間を迎えて 
 

１０月 1日は「法の日」です。「法の日」は、「国をあげて法の尊重・基本的

人権の擁護・社会秩序の確立の精神を高めるための日」として定められまし

た。 

１０月１日（日）からの１週間は「法の日」週間です。裁判所、法務省、検

察庁および弁護士会では、各種行事を計画しています。各地の裁判所の行事

は、岐阜地方裁判所ウェブサイトでご案内しています。（ホームページアド

レス http://www.courts.go.jp） 

法や裁判所を身近に感じていただくためにも、ぜひご参加ください。  

お問い合わせ先 

健康福祉課 

健康増進係 
（保健センター内） 

☎43-2111 

（内線 2561･2562） 

 

お申し込み・ 

お問い合わせ先 

錦津出張所 

☎43-2234 

 

お問い合わせ先 

岐阜地方裁判所 

事務局 

総務課庶務係 

電話 058-262-

5122 

 

 

 



（和知まちづくりの会） 
 

秋の和知フリーマーケットを開催します 
 

「秋の和知フリーマーケット」を開催します。 

みなさまお誘い合わせの上、ぜひご来場ください。 
 

○と   き １０月２８日（日）午前９時から午後３時 

       ※天候不良の場合は１１月４日（日）に延期します。 

○と こ ろ 和知出張所 駐車場 

○催 し 物 午前１０時３０分～ 八百津中学校 吹奏楽部演奏 

（予 定）  午後１時～     和知で働く海外の方とのふれあい 

       午後２時３０分～  餅投げ 

       その他、懐かしい写真の展示、お子さん向けのゲームなど計画し

ています。 

○主催者販売 団子、おでん、手焼きせんべい、飲み物 

○後   援 八百津町、八百津町社会福祉協議会、 

中日新聞、岐阜新聞・ぎふチャン 

 

出店者を募集しています 

○出 店 品  衣類、小物、野菜、果物、花類など 

       ※食料品販売は、保健所の許可を得て、表示してください。 

○出 店 料  １ブース（３ｍ×４ｍ） １，０００円 

○申込方法  ３０ブース準備します。受付順に決めていきます。 

１０月１５日（月）までに、次の①または②の方法でお申し

込みください。 

       ①和知出張所玄関前の「フリーマーケット申込箱」に備え付

けの申込書を投函してください。 

       ②事務局まで電話でお申し込みください。 

 

 

（美濃加茂公証役場） 
 

「公証週間」時間外無料相談を開催 
 

毎年１０月１日から７日の１週間は「公証週間」です。 

週間中、美濃加茂公証役場では、通常の執務時間に加え、次のとおり時間外

無料相談窓口を設けます。お気軽にご利用ください。 

 

○と き  １０月１日（月）から１０月５日（金） 

午後５時から７時 

○ところ  美濃加茂公証役場 

      （美濃加茂市古井町下古井４６８ セントラルビル２階） 

○相談例  遺言、離婚、金銭消費貸借、任意後見契約 

      そのほか公正証書作成の手続や内容に関する相談 

○その他  ・事前にご予約ください。 

      ・相談はお電話・ご来庁、いずれでも受付します。 

      ・秘密は厳守いたします。 

      ・ホームページ：https://minokamo-kosyo.com/ 

 

 

お申し込み・ 

お問い合わせ先 

美濃加茂公証役場 

☎26-4436 

 

お申し込み・ 

お問い合わせ先 

和知まちづくりの会 

事務局：桑原 

☎090-2688-0901 

 



（岐阜県共同募金会八百津町分会） 
 

平成３０年度 共同募金のお願い 
 

今年も１０月１日から１２月３１日まで、全国一斉に共同募金運動が実施さ

れます。 

共同募金運動は、１０月の「赤い羽根募金」と１２月の「歳末たすけあい募

金」を同時募金として実施させていただきますので、ご理解のうえご協力い

ただきますようお願いいたします。 
 

○募金運動期間  １０月１日（月）から１２月３１日（月） 

○募 金 方 法  自治会長様をはじめ、役員の方々にはお手数をおかけい

たしますが、１０月５日の自治会封入文書にて自治会を

通じて募金用封筒を配布させていただきます。個々で募

金を封入していただいた後、自治会において回収をお願

いします。 

○募金目安額  「赤い羽根募金」・「歳末たすけあい募金」合わせて、 

１世帯あたり１，０００円を目安に、ご協力をお願いし

ます。 

※募金目安額につきまして、共同募金は、地域の民間福

祉ニーズを受け付けてから配分委員会が申請内容につ

いて必要性などを考慮し、助成計画を策定して目標額

を設定する計画募金です。その目標額に基づき、募金

いただく目安額をお示しさせていただいています。 

 

 

（八百津町社会福祉協議会） 
 

法律問題でお悩みごとはありませんか？ 
 

相続・離婚・交通事故・債務整理に関することなど、暮らしの中の法律に関

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所を、下記の

とおり実施します。 

相談の秘密は固く守られます。相談を希望される方は、電話にてご予約くだ

さい。 
相談例：高齢になってきたので相続が心配･･･ 

     土地の境界について揉めている。 

     交通事故を起こしてしまった。相手側と話し合いが上手くいかない。 
 

○と    き    10月 25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    １０月１５日（月） 

※6名に満たない場合は、当日まで受け付けます。 

○そ の 他  申込者が 6名を超えた場合は、抽選とさせていただきます。 

 

 

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 

お問い合わせ先 

（事務局） 

八百津町 

社会福祉協議会 

電話 43-4462 

 

 



主催：八百津町教育委員会 ☎０５７４-４３-０３９０

※ささゆりコンサートは、入場無料・申込不要の気楽なコンサートです※みんなで
来てね！

９月２１日(金)

八百津町ファミリーセンター
２階 大研修室

日にち

時 間

会 場

出 演 女声コーラスSion,

このグループは、結成されて12年。今のメンバーになって5年
目になります。斉藤順子先生の指導のもと、月2回可児市中
恵土のセンターで歌っています。
斉藤先生は多治見市在住で、市内はもとより各地において、
数多くのイベントや訪問コンサートの活動を行ってみえます。

曲 目
・どんぐりころころ
・庭の千草～埴生の宿～

ローレライ
・秋桜
・手のひらを太陽に(手話)
・歌姫伝説
・斉藤先生ソロ
★上を向いて歩こう
★見上げてごらん夜空の星を
★人道の桜

(★印は、皆さん一緒に歌いましょう)

毎月第1・3火曜日
午前10:30～12:00

可児市中恵土センターで
歌っています

連絡先：岩井(☎43-0115)


