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お知らせ 催し お願い 募集 お知らせ 催し お願い 募集 

一般廃棄物収集運搬業 
（笠松町許可） 

産業廃棄物収集運搬処理業 

岐阜市則松２丁目１５７番地 
TEL 058‐239‐9921
瑞穂市野田新田３９７７‐１ 
TEL 058‐327‐4030

物流・商品在庫管理・海外輸出梱包 

羽島梱包株式会社 
岐阜県羽島郡笠松町北及１６２７ 
TEL 388‐1147　FAX 388‐2719

【雇用期間】 
 

【募集人員】 
【応募資格】 
【選考方法】 
【勤務場所】 
【業務内容】 
【勤 務 日】 
 

【賃　　金】 
 
 
 
 
 

【勤務時間】 
 
 
 
 

【申込方法】 
 
 

【申込期限】 
 
 

【申込・問合先】 

平成２８年８月１日～平成２９年３月３１日 
※年度ごとで更新あり 
１人 
５０歳までの女性 
面接など 
笠松競馬場 
主に投票所窓口発売業務 
笠松競馬場開催日（年間９６日） 
他競馬の笠松場外発売日（希望者のみ） 
笠松競馬開催日 
　日額６,８００円（交通費別途支給） 
その他場外発売日 
　日額５,９００円～６,０００円（交通費含む） 
J－PLACE場外発売日（土日など） 
　日額７,９００円（交通費含む） 
笠松競馬開催日・その他場外発売日
　午前１０時１０分～午後５時２０分 
J－PLACE場外発売日（土日など）
　午前８時５０分～午後５時 
※多少の時間変動あり 
履歴書（写真添付）を郵送または持
参してください。 
土・日・祝日は受付を行いません。 
７月２２日（金） 
※郵送による申込みの場合は、７月２２日

の消印分まで有効です。 
岐阜県地方競馬組合 投票労務課 
〒５０１‐６１９１　笠松町若葉町１２番地 
蕁３８８‐００３５ 

地方競馬組合パート 地方競馬組合職員 

第3日曜日は家庭の日 
7月17日（日）は、家庭の日です。心豊かな明る
い家庭づくりをしましょう。 

家族みんなが、安全に心がけ 
事故のないように努めましょう。 

今 月 の テ ー マ 
麻薬・覚せい剤・大麻・シンナー・ 

危険ドラッグなどの乱用は 
ダメ！ゼッタイ！ 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
　 
 
 

【問 合 先】 

　空き地などに雑草が生い茂っていると、 

①人目につきにくいため、ポイ捨てや不法投棄
の場所になる 

②夏場に害虫が発生しやすくなる 
③空気が乾燥する季節には火災発生の恐れ

がある 
④道路に雑草がはみ出ると、車や通行人の邪

魔になり交通事故を引き起こす 

など、周辺の住民の迷惑となります。 
　土地の所有者は、定期的に雑草の状態を確
認し、年間を通じて計画的に刈り取りをするように
しましょう。 
　また、庭の植木も、隣家や道路にはみ出ると迷
惑になります。枝を切るなどして、住み良い環境
作りを心がけましょう。 

環境経済課 

7月は河川愛護月間です 
～7月7日は「川の日」～ 

川はみんなのもの。 
みんなで日ごろから河川美化に心がけ、 

ルールを守って川に親しみましょう。 
国土交通省　木曽川上流河川事務所 

　電気は、私たちの暮らしや産業を支える重要
なエネルギーです。 
　「エネルギーを無駄なく大切に使う」といった
視点から省エネ・節電の取り組みを行うことが大
切です。 
　電力需要は、夏の昼間、特に午後１時から４時
までの時間帯がピークとなります。皆さまの節電
や省エネルギーへのご協力をお願いします。 
※高齢者や乳幼児のいるご家庭では、それぞれ

のご事情のもと、無理のない範囲でのご協力を
お願いします。 

節電にご協力を 

空き地などの草刈りは計画的に 

【採用予定人員】 
【採 用 年 月 日】 

事務職員 若干名 
平成２９年４月１日 

　土・日・祝日は、申込用紙の交付や受け付けを
行いません。 
　郵送による申込みの場合は、７月２９日の消印分
まで有効です。 
　申込用紙の郵送を希望される方は、宛先を記
入した返信用封筒（A４が入る大きさで、１２０円
分の切手を貼付）を同封し、経営課へ請求してく
ださい。 
【申込用紙交付・受付場所・問合先】 
岐阜県地方競馬組合 経営課 
〒５０１‐６１９１　笠松町若葉町１２番地 
蕁３８７‐３２７８ 

【申込受付期間】 ７月４日（月）～２９日（金） 
午前８時３０分～午後５時１５分 

昭和61年4月
2日から平成7
年4月1日まで
に生まれた方 

・日本国籍を有する方 
・成年被後見人、被保佐人でないことやその他

公務員として法律的に欠落事項がない方 

第1種 
（大学卒業程度） 

昭和61年4月
2日から平成9
年4月1日まで
に生まれた方 

昭和61年4月
2 日 から 平 成
11年4月1日
までに生まれ
た方 

第2種 
（短大卒業程度） 

第3種 
（高校卒業程度） 

年齢 
要件 

 
その他 

区分 

第1次試験 

第2次試験 
（第1次試験 
合格者のみ） 

9月18日（日） 午前8時50分～ 

第1種・第2種・第3種 

日 時  

教養試験・事務適性検査 試験方法 

県立岐阜総合学園高等学校（予定）場 所  

10月下旬（予定） 日 時  

笠松競馬場 場 所  

作文試験・面接試験 試験方法 

区　分 

【受験資格】 

【試験日時・場所・方法】 

【採用予定人員】 
【採 用 年 月 日】 

男子職員　若干名 
平成２９年４月１日 

　消防本部消防総務課に申込用紙がありますので、
必要事項を記入し、申込期間内に提出してください。 

【申込用紙交付・受付場所・問合先】 
郡広域連合消防本部消防総務課 
〒５０１‐６０８８　笠松町美笠通３丁目２５番地 
蕁３８８‐１１９６ 

【申込受付期間】 ７月４日（月）～２９日（金） 

・平成3年4月2日から
平成7年4月1日まで
に生まれた男子の方 

・大学を卒業またはこ
れと同等以上の学歴
を有する方（平成29
年3月に卒業見込を
含む） 

・消防職員として職務遂行に支障のない身体的
状態である方 

・日本国籍がある方 
・成年被後見人、被保佐人でないことや、その他

公務員として法律的に欠格事項がない方 

第1種 
（大学卒業程度） 

・平成7年4月2日から
平成11年4月1日ま
でに生まれた男子の
方 

・短大・高校を卒業ま
たはこれらと同等以
上の学歴を有する方

（平成29年3月に卒
業見込を含む） 

第2種 
（短大・高校卒業程度） 

要件 

 
その他 

区分 

第1次試験 

第2次試験 
（第1次試験 
合格者のみ） 

9月7日（水） 午前9時30分～ 

第1種・第2種 

日 時  

教養・体力・適性試験 試験方法 

笠松中央公民館 場 所  

10月上旬（予定） 日 時  

郡広域連合 場 所  

口述試験 試験方法 

区　分 

【受験資格】 

【試験日時・場所・方法】 

世界淡水魚園水族館 
アクア・トト ぎふ 

開館12周年特別企画 

世界淡水魚園水族館 
アクア・トト ぎふ 

開館12周年特別企画 
幼児と小学生のお子さんは無料で入館できます！ 

7月8日（金）、9日（土）、10日（日） 
【問 合 先】 世界淡水魚園水族館  

アクア・トト ぎふ 
蕁０５８６‐８９‐８２００ 

郡広域連合消防職員 

平成28年7月1日■第1070号 平成28年7月1日■第1070号 


