
 

 

 

 

 

 
 

 

（教育課） 

町民駅伝大会のコースが変更されます！ 

今年の八百津町民駅伝大会のコースは、昨年までのコースから、大幅に変更

されます。 

参加ランナーのみなさんに沿道などからご声援くださる方におかれまして

は、ご注意ください。 

今年も、多くの町民のみなさまのご声援をお願いします。 
 

〇と き  ２月２４日（日） 少雨・小雪決行 

      （中止の場合は午前７時に防災無線で放送します。） 

スタート時間：午前９時４０分 ファミリーセンター 
 

※大会当日は９時３５分から最終ランナーゴールまでの間、ランナー走行道

路などで大規模な交通規制が行われます。みなさまのご理解とご協力をお

願いします。 

※交通規制につきましては、全戸配布させていただいております【交通規制

案内図】をご覧ください。 

 

 

（地域振興課） 

杉原千畝記念館 非常勤職員を募集します 

町では、次のように杉原千畝記念館の非常勤職員を募集します。 
 

〇任 用 区 分  非常勤職員 

〇募 集 人 員  １名  

〇応 募 資 格  八百津町在住の方  

〇賃   金  ８２５円／時間 通勤手当・その他手当なし 

〇そ の 他  雇用保険・労働者災害補償保険加入 

〇勤務する日  週２～３日程度 

        月曜日休館（ただし月曜日が祝日の場合は翌日） 

〇勤 務 時 間  午前９時から午後５時（休憩時間６０分を含む） 

〇職 務 内 容  記念館・山荘施設の清掃（展示物・会議室・トイレ） 

記念館入館事務（受付・館内説明など） 

〇採 用 期 間  平成３１年４月１日から１年間（契約更新あり） 

〇申 込 方 法  市販の履歴書に必要事項を記入の上、３月５日（火）まで

に杉原千畝記念館または役場地域振興課へ提出してくださ

い。お申し込み後、面接（日程は後日連絡）を行います。 
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お 知 ら せ 版 八百津町役場 

第２1号（平成３１年 2月 5日発行） ☎４３－２１１１ 

HP番号 ４168 

お申し込み・ 

お問い合わせ先 

杉原千畝記念館 

電話 43-2460 

または 地域振興課 

商工振興係 

電話 43-2111 

（内線 2254） 

お問い合わせ先 

教育課 

スポーツ振興係 

電話 43-0390 

（内線 2516･2517） 



（八百津蘇水園） 

八百津蘇水園 非常勤支援員を募集します 

町では、次のように養護老人ホーム八百津蘇水園の非常勤支援員を募集しま

す。 
 

〇任 用 区 分  非常勤支援員 

〇募 集 人 員  １名 

〇応 募 資 格  学歴・経験・資格不問 

〇賃   金  ８２５円／時間 通勤手当・その他手当なし 

〇そ の 他  労働者災害補償保険加入 

〇勤務する日  週５日勤務（シフトは勤務表による） 

        年次有給休暇の付与あり。付与日数は役場の規定に準ずる。 

〇勤 務 時 間  日勤：午前７時から午前１１時 

        臨時業務：１時間程度または園長の指定する日。 

〇勤 務 内 容  養護老人ホーム入所者の支援・介助業務（入所者の食事や

入浴、洗濯、掃除など自立生活のための支援・介助、施設

内の清掃など）  

〇採 用 期 間  平成３１年 4月 1日から１年間 

（契約更新あり、ただし条件付き） 

〇申 込 方 法 市販の履歴書に必要事項をご記入の上、２月２８日（木）

までに八百津蘇水園へ提出してください。お申し込み後、

面接（日程は後日連絡）を行います。 

 

 

（健康福祉課） 

介護保険の認定調査員を募集します 

町では、次のように介護保険認定調査員を募集します。 
 

〇任 用 区 分  非常勤職員 

〇募 集 人 員  若干名 

〇応 募 資 格  ・普通自動車運転免許を有する方（公用車を使用します） 

        ・介護支援専門員、保健師、看護師、准看護師、介護福祉

士などの資格のある方 

〇賃   金  １，０００円／時間 通勤手当・その他手当なし 

〇そ の 他  非常勤職員公務災害補償 

〇勤務する日  要介護認定調査実施日 

〇勤 務 内 容  要介護認定調査業務（要介護認定の申請に基づき、高齢者

の自宅などを訪問・要介護認定の調査・調査票など作成） 

〇採 用 期 間  平成３１年 4月 1日から１年間（契約更新あり） 

※要介護認定調査を行うため、事前研修があります。 

〇申 込 方 法 市販の履歴書に必要事項をご記入の上、所有している資格

の証明書の写しを添え、３月８日（金）午後５時までに健

康福祉課介護保険係（保健センター内）へ提出してくださ

い。お申し込み後、面接（日程は後日連絡）を行います。 

 

 

 

お申し込み・ 

お問い合わせ先 

八百津蘇水園 

電話 43-0070 

（八百津町八百津 

2996-2） 

お申し込み・ 

お問い合わせ先 

健康福祉課 

介護保険係 

電話 43-2111 

（内線 2565） 



（教育課） 

体育施設年間調整会議のご案内 

町では、毎月の調整会議の円滑な運営と、各種団体の大会・行事が計画的に

行われるよう、「体育施設年間調整会議」を次のように開催します。 

調整対象施設を利用される団体がありましたら、対象団体条件などを確認の

上、年間調整会議にご参加ください。 
 

〇と  き  ３月５日（火）午後７時３０分から 

〇と こ ろ  ファミリーセンター２階 講義室 

〇対象施設  １．蘇水公園野球場     ６．旧八高グラウンド 

２．蘇水公園多目的グラウンド ７．八百津小学校グラウンド 

３．B&G 海洋センター体育館 ８．武道館 

４．八百津小学校体育館   ９．八百津中学校体育館 

５．蘇水公園テニスコート     

〇対象期間  平成３１年４月から１年間の土・日曜日および祝祭日 

〇対象団体  対象期間・施設において、大会および行事を予定しているス

ポーツ団体 

ただし、対象団体が年間行事計画の中で大会要項を作成し、 

要項に従って開催する行事に限ります。 

※団体登録をしている団体の練習・親睦的大会での申請は対 

象外です。（練習での使用申請は毎月の調整会議で申請し

てください） 

〇申請書類  年間調整施設使用申請書 

（お持ちでない方には、当日会場にてお渡しします。） 

〇添付書類  年間行事計画表または大会要項 

  （新年度の計画表または大会要項がない場合は前年度の写し可） 

〇そ の 他  今回の年間調整会議での申請はあくまで仮予約です。ご利用

予定の前の月の月間調整会議前日までに本申請を行ってくだ

さい。本申請がないと、年間調整会議での仮予約分が使用で

きない場合があります。ご了承ください。 

 
 

（岐阜労働局） 

「働き方改革関連法説明会」を開催します 

「働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律」が成立し、平

成３０年７月６日に公布されました。 

岐阜労働局では、関連法に係る省令・指針に基づき、時間外労働の上限規則

や、労働同一賃金などの詳細な説明会を開催します。ぜひご参加ください。 

事前のお申し込みが必要です。申込方法など詳しくは右記へお問い合わせく

ださい。 
 

〇と き  ３月１３日（水） 

      ➀午前１０時から正午  ➁午後１時３０分から３時３０分 

〇ところ  長良川国際会議場 ４階 大会議室 

      （岐阜市長良福光２６９５－２） 

〇定 員  各回２００名（先着順） 

〇その他  参加費は無料ですが、駐車料金は自己負担となります。 

お問い合わせ先 

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 

岐阜労働局 

雇用環境・均等室 

電話 

058-245-1550 



（教育課） 

町では、４月開講のスイミングスクール受講生を次のように募集します。 
 

【募集スクールの詳細】開講期間：平成３１年４月から１年間 
 

コース名 対象 曜日 時間 定員 

めだかスイミング 

（年長） 
年長園児 水曜日 

午後４時１５分から 

５時 

３０名 

めだかスイミング 

（年中） 
年中園児 木曜日 ３０名 

めだかスイミング 

（年少） 
年少園児 金曜日 ２０名 

お友だちや先生と遊びながら、プールや泳ぎの楽しさを覚えていくとともに、

お友だちとのふれあいを身に付けます。 

おさかなスイミング 

➀ 

小学生 土曜日 

午後１時３０分から 

２時３０分 
４０名 

おさかなスイミング 

➁ 

午後２時３０分から 

３時３０分 
４０名 

おさかなスイミング 

➂ 

午後３時３０分から 

４時３０分 
４０名 

水に慣れることから４泳法まで、年齢や泳力に応じて無理なく学びます。 

また、健康な体づくりや体力の向上をはかります。 

成人スイミング 

（昼） 
一般成人 木曜日 

午後１時３０分から 

２時３０分 
２０名 

成人スイミング 

（夜） 

午後７時３０分から 

８時３０分 
２０名 

基礎から４泳法まで幅広く指導します。体力に自信のない方・水泳初心者の方

でも大丈夫です。 

肩こり・腰痛 

改善運動 
一般成人 水曜日 

午後１時３０分から 

２時３０分 
１５名 

水の浮力を利用した無理のない運動で、肩・腰などの痛みを徐々に和らげま

す。 

水中健康体操 一般成人 金曜日 
午後１時３０分から 

２時３０分 
２０名 

足腰のバランス改善や､各部の筋力をつける水中体操を行い、全体的な体力向

上を目指します。 
 

〇費  用  受講料（月額）３，０００円 （全コース共通） 

       スポーツ保険料 中学生以下：８００円 

一般（高校生以上）：１，８５０円 

６５歳以上：１，２００円 

〇申込方法  指定の申込用紙（受付窓口に用意してあります）に記入・押

印の上、スポーツ保険料とあわせて下記の受付時間内に受付

窓口までお申し込みください。 

〇受付期間  町内在住の方：２月２５日（月）から３月１６日（土） 

       町外在住の方：３月 ４日（月）から３月１６日（土） 

〇受付場所  ➀ファミリーセンター内教育課窓口（平日のみ） 

・時間    午前８時３０分から午後５時１５分 

       ➁八百津町Ｂ＆Ｇ海洋センタープール（水～土曜日） 

        午後１時から４時、午後７時から８時 



〇申込特典  『おともだち特典！！』 

新規受講生（初めて八百津町 B&Gプールのスクールに申し

込む方）を３名以上スクールに誘っていただいた方と、その

新規受講生に、Ｂ＆Ｇプールが 1年間使い放題となる年間フ

リーパス券を無料で進呈します。 

『受講生限定フリーパス券』 

スイミングスクール生に限り「八百津町Ｂ＆Ｇプールフリー 

パス券（平成３１年度用）」を小人（1,500 円）・大人

（5,000円）で配布します。 

       『スイムキャッププレゼント！』（年少園児のみ） 

「おさかなスイミング年少」受講生には、スクール初回にス

イムキャップをプレゼント！ 

※詳しくはプール窓口までお問い合わせください。 

〇注  意  ・各スクールは、先着順で定員になりしだい締め切ります。 

       ・定員に大幅に満たない場合は、開講を中止することがあり

ます。ご了承ください。 

       ・受付期間以降のお申し込みはプール窓口のみで受付しま

す。ただし、スポーツ保険の加入手数料（１０８円）が別

途必要になります。 

 

 

（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、「ステンドグラス基礎講座Ⅰ」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。 
 

【ステンドグラス基礎講座Ⅰ】（全４回）  

○と  き  ①木曜午前コース（午前 9時から正午） 

４月１８日、４月２５日、５月９日、５月１６日 

       ②金曜午後コース（午後１時から４時） 

４月１９日、４月２６日、５月１０日、５月１７日 

       ③土曜午前コース（午前 9時から正午） 

４月２０日、５月１１日、５月１８日、５月２５日 

〇内  容  ステンドグラスの技法を学びながら、「テラリウム」または

「ティッシュボックス」のどちらか選んで作ります。 

※色の組み合わせはお好みでお選びください。 

〇と こ ろ  わくわく体験館（可児市塩河１０７１－４） 

〇対  象  大人 

〇定  員  各コース８名（先着順） 

〇参 加 費  １０，５００円（材料費・税込） 

〇講  師  わくわく体験館ガラス工芸講師 

〇申込方法  ４月７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。 

 

 

 

 

 

 

お申し込み・ 

お問い合わせ先 

〇教育課 

スポーツ振興係 

電話 43-0390 

（内線 2516･2517） 

〇Ｂ＆Ｇ海洋センター

プール 

電話 43-0773 

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） 

電話 65-1515 

ファ 



 


