
 

 

 

 

 

 
 

 

（地域振興課） 

 

八百津町では再生可能エネルギー事業の啓発・普及の一環として、 

CO2排出量削減を目的にＥＶ（電気自動車）・ＰＨＶ（プラグイン 

ハイブリッド自動車）の急速充電器を設置しました。 

町民のみなさんをはじめ、観光で訪れる方に、いつでもご利用いた 

だけるよう、２４時間急速充電をすることができます。ぜひご利用 

ください。 
 

○設 置 場 所  人道の丘公園 管理棟前駐車場 

（八百津町八百津 1086-1） 

○利用可能時間 ２４時間・年中無休 

○利 用 料 金  エネショップカード…１分２０円（税別） 

        カードをお持ちでない方…１分３０円（税別） 

ＮＣＳ連携サービスカード…各カード会社の料金をご確認

ください。 

○充 電 時 間  １回最長３０分 

○充 電 方 法  充電器に貼付してある操作方法をご覧ください。 
 

充電器に関するお問い合わせ先  ファブスコ株式会社 

 福岡本社：092-432-2323  大阪支店：06-6209-2323 

 

 

（中濃県税事務所） 

障がいをお持ちの方などを対象とした 

自動車税減免申請臨時窓口を開設します 
 

身体障がい者、戦傷病者、知的障がい者または精神障がい者の方が所有する

自動車（軽自動車を除く）の「自動車税減免申請臨時窓口」を次のとおり開

設しますので、ご利用ください。 
 

○と き ３月 6日（水）・１２日（火） 

ともに午前９時３０分から午後３時３０分 

○ところ 可茂総合庁舎 ４階 ４－２会議室 

（美濃加茂市古井町下古井２６１０－１） 

○その他 中濃県税事務所、自動車税事務所および各県税事務所でも 

受付を行っています。 

  ・中濃県税事務所 管理収納係 電話 0575-33-4011 

（美濃市生櫛１６１２－２中濃総合庁舎２階） 

・岐阜県自動車税事務所 電話 058-279-3781 

（岐阜市日置江２６４８－３） 
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（教育課） 

 

今年度も恒例のソフトバレーボール交流会を開催します。スポーツを通じて

楽しくふれあいましょう。 

ぜひ、友だち同士や自治会、職場の仲間とお気軽にお申し込みください！！ 
 

○と   き  ３月１０日（日）  

・受 付 午前 8時３０分から  

・開会式 午前 9時から（正午頃終了予定） 

○と こ ろ  八百津小学校 体育館 

○参 加 資 格  町内にお住まいの方、在勤している方、 

町内学校の小学４年生以上の方 

○チーム編成  ・５人制の部：１チーム５名～８名 

         ※コート内には、男性２名以内とします。 

         ※ただし、男性６０歳以上の方、小学生は女性とみなし

ます。 

        ・トリムの部：１チーム４名～８名 

○そ の 他  各部門、参加チームが少数の場合は、その部門を開催しな

い場合があります。 

○参 加 料  無料 

○申 込 方 法  ２月２０日（水）までに参加申込書を教育委員会（ファミ

リーセンター内）または役場各出張所にご提出ください。

※期限厳守 

        ※申込書・要項は、八百津町ホームページまたは、教育委

員会・役場各出張所に設置しています。 

○主   催  八百津町スポーツ推進委員会 

○共   催  八百津町教育委員会 

 

（建設課） 

道路維持補修業務嘱託員を募集します 

道路維持補修業務嘱託員を募集します。 

ご希望の方は、受付期間内に必要書類を添えてお申し込みください。 
 

○募集対象 ・昭和２９年４月２日以降生まれ（６５歳未満）の方 

          ・普通自動車の運転免許を取得している人（AT限定不可） 

○職務内容 道路など（農・林道含む）の維持修繕作業 

・道路や側溝の清掃 

・道路法面の草刈りや樹木の伐採 

・簡易な舗装穴埋め など 

○採用期日 平成３１年４月１日 採用予定 

○募集人員 １名 

○勤務条件 ・契約期間  平成３１年４月１日～翌年３月３１日 ※更新あり 

・賃  金  月額 ２１０,０００円 

※賞与・退職金・通勤手当はなし 

・社会保険  健康保険、雇用保険および厚生年金に加入 

・勤 務 日  週５日 週休２日（役場勤務条件と同様） 

・勤務時間  午前８時３０分から午後５時１５分 

お問い合わせ先 

八百津町 

スポーツ推進委員会 

（事務局）教育課 

 スポーツ推進係 

電話 43-0390 

（内線 2516･2517） 



○受付期間  ２月１日（金）から ２月１５日（金）まで（土日除く） 

○申込方法 市販の履歴書に顔写真を貼付し、必要事項を記入の上、役場３

階の建設課へご本人が持参してください。 

（やむを得ず郵送する場合は、事前にご相談ください。） 

○選考方法 書類審査を行った上で、通過者を対象に面接を行います。 

（面接は２月下旬予定。日程などは後日通知します。） 

 

（わくわく体験館） 
 

ガラス工芸講座 受講生募集 
 

わくわく体験館では、「吹きガラスで作るこいのぼり」と「ステンドグラス

で作るこいのぼり」の２講座を開講します。 

新しい趣味をお探しの方、ぜひお気軽にお申し込みください。 
 

【吹きガラスで作るこいのぼり】 
○と き  ①３月１０日（日）午前９時から正午 

      ②３月１１日（月）午前９時から正午 ※１回講座 

○内 容  講師と一緒に色付きのこいのぼりを作ります。大きい 

ピンセットで挟んだり、引っ張ったりの工程が多いです。 

台座つきで、６色から選べます。 

○定 員  ①②とも各 8名（先着順） 

○参加費  ３，２００円（材料費・税込） 

○その他  当日のお持ち帰りはできません。 
  

【ステンドグラスで作るこいのぼり】 
○と き  ③3月１０日（日）午前９時３０分から正午 

④３月１１日（月）午前９時３０分から正午 ※1回講座 

○内 容  ステンドグラスの技法を使ってこいのぼりを作ります。三連吊り下げ

タイプです。 

○定 員  ③④とも各１６名（先着順） 

○参加費  ３，０００円（材料費・税込） 
  

【共通】 
○と こ ろ  わくわく体験館（可児市塩河１０７１－４） 

○対  象  小学５年生から大人 

○申込方法  ２月２４日（日）までに、右記へお電話または窓口でお申し込みく

ださい。（２日間とも同じ内容です。） 

○講  師  わくわく体験館ガラス工芸講師 

 

（八百津町社会福祉協議会） 
 

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。 

４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  ２月６日（水）、１３日（水）、２０日（水）、２７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 

建設課 建設総務係 

電話 43-2111 

（内線 2316・2318） 

お申し込み・ 
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（可児市塩河 
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電話 65-1515 

ファ 
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八百津町 
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電話 43-4462 
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（健康福祉課） 
 

燃 肪！もうメタボとは言わせない！

男の脂肪燃焼くらぶ 

 

 

＊たった２ヶ月で脂肪が落ちる？！ 

＊体重が同じでも筋肉が多いと２割細くみえる！ 

＊コツがわかれば、脂肪は燃やせる！ 

・・・さあ、あなたも今すぐ！ 

 

先着３０名 参加者募集！１月３０日（水）〆切 
 

○と  き  ２月・３月の毎週水曜日（全８回） 

       （２月６日･１３日･２０日･２７日、３月６日･１３日･２０日･２７日） 

午後７時３０分から９時（初回・最終回のみ午後７時から９時） 

○と こ ろ  ファミリーセンター ２階 大研修室 

○内  容  体重・腹囲・体力測定（初回と最終回のみ） 

健康チェック（血圧測定） 

自重筋トレ・有酸素運動など家でもできるトレーニングのレクチャー 

○講  師  可児市クラブM（スポーツジム）男性インストラクター 

○対 象 者  町内在住で７４歳以下の男性 

○受 講 料  １回あたり３００円（毎回受付にていただきます） 

○持 ち 物  運動のできる脱ぎ着しやすい服装・運動靴 

水分（５００ｍｌ程度） 

○申込方法  １月３０日（水）までに、下記まで電話または 

メールでお申し込みください。（先着３０名） 

 

 

お申し込み・お問い合わせは･･･ 

健康福祉課 健康増進係（保健センター内） 

☎４３－２１１１ 内線２５６１・２５６２ 

メール：hosoudan@town.yaotsu.lg.jp 


