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うまくできるかな ?うまくできるかな ?
6月 7日（土）　田植え体験

発行 /八丈町　編集 /企画財政課　毎月 1回 1日発行　〒 100-1498　東京都八丈島八丈町大賀郷 2345番地 1

TEL 04996-2-1121　ホームページアドレス　http://www.town.hachijo.tokyo.jp/

町の人口（6月 1日現在）

人　口 8,502人  減 17人
　　男 4,290人  減   5人
　　女 4,212人  減 12人
世帯数 4,652世帯  減   4世帯

5月中 転入ほか…  57人（うち出生 3人）

の異動 転出ほか…  74人（うち死亡 　8人）

 世帯数 男  女  人口計
 三　根 2,113 1,968 1,869 3,837
大賀郷 1,577 1,418 1,424 2,842
樫　立 316 291 286 577
中之郷 409 403 400 803
末　吉 237 210 233 443

▲▲▲▲

▲▲▲▲

▲▲▲▲
▲▲

02-03 健康健診・検診 /東京愛らんどフェア　ほか  10-11 環境だより　ほか

04-05 国民年金 /税のお知らせ   12-13 町営住宅 /夏期安全対策　ほか

06-07 母子保健 /長期医療制度　ほか   14-15 八丈島夏まつり / おじゃれ 11万人　ほか

08-09 教育委員会だより　ほか

各地域の人口・世帯数

目　次
今月号より、広報の綴じ方が右綴じから左綴じになりました
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● INFORMATION　特定健康検診／生活機能評価／胃・腸・大腸ガン検診

　■特定健康診査　■長寿医療制度（後期高齢者医療制度）健康診査
　■生活機能評価　■ B型・C型肝炎ウイルス検査（検診）
　■胃・肺・大腸がん検診　を同じ日程・場所で行います！

■日程 ･場所 　 7月 27日（日）～29日（火）　八丈町保健福祉センター　 
　 　　30日（水）　  　　末吉公民館
　 　　31日（木）　  　　中之郷公民館
　 　 8月 1日（金）  　  　　樫立公民館
　
■受付時間　　　午前7時～10時まで
　　   　　　　※各健診ともに保険証を持参してください

　特定健康診査　　
　　生活習慣病（糖尿病・高血圧症・高脂血症・肥満症
　など）の増加やその医療費の増加を抑えるため、メタ
　ボリックシンドロームの予防改善に着目した健診です。

　対　象
　　八丈町の国保被保険者で、40～ 74歳の方
　　受診方法
　　対象者には受診券を発送しますので受診の際必ずお
　持ちください。
　　重　要
　　パートの方など、労働安全衛生法に基づく勤務先の
　事業主が行う健診（事業主健診）を受けている方は、　
　その事業主健診が優先されます。健診の結果は国保年
　金係に提出してください。

　生活機能評価　　　
　　心や体の働きだけでなく、日常生活を送る機能が低下していないか
　をチェックします。65歳以上の方なら、どなたでも受診できます。

　■各健診問い合わせ
　　　がん検診、B型肝炎・C型肝炎ウイルス検査（検診）について ･･･ 健康課保健係　電話 2-5570
　　  特定健康診査について 　　　         ･･･ 住民課国保年金係　内線 235
　     長寿医療制度健康診査・生活機能評価について 　　　   ･･･ 健康課高齢福祉係　電話 2-5570　

　各健診・検診の受診までの流れや、細かい内容は、別紙折込をご覧ください。

B型・C型
肝炎ウイルス検査（検診）

　
　対　象　
　　今年度 40歳になる方（6月
　16日までに受診勧奨の通知文
　を郵送してあります）
　　今までに B型 ･C型肝炎ウイ
　ルス検査を受けたことのない方
　　受診方法　
　　対象者は、事前に保健福祉セ
　ンターに申し込み書を提出して
　、受診券を受け取り、当日受付
　に提出してください。

　　胃 ･肺・大腸がん検診　　
　　今回は胃・肺・大腸がんについて検診を行います。集団検診により、
　症状がないうちに見つけると、軽い治療で済むことができます。
　　対　象　
　　40歳以上の方（今年度職場のがん検診や、人間ドックなどの検
　査を受ける予定がない方）
　　受診方法
　　日程のうちの希望受診日に、開催場所に来てください。

 長寿医療制度（後期高齢者医療制度）
 健康診査　
　　対　象
　　75歳以上の方及び平成 20年 7月 31日までに
　75歳になる方、障害認定を受けていて後期高齢者
　医療制度の被保険者の方
　
　受診方法
　　対象者には受診券と質問票を発送しますので、受
　診の際に必ずお持ちください（質問票は当日受付職
　員と一緒に記入することもできます。）
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　● INFORMATION　島じまん 2008／町立保育園代替職員／主な会議

町立保育園町立保育園
代替職員登録受付代替職員登録受付

　　■職種　■職種　臨時保育士 及び 臨時調理員臨時保育士 及び 臨時調理員
　■必要書類　■必要書類　履歴書（町指定の様式）履歴書（町指定の様式）
　　登録した方の中から、臨時でお願いすることになります。
　　履歴書は八丈町ホームページからダウンロードするか
　（http://www.town.hachijo.tokyo.jp）、住民課厚生係
　で受け取ってください。

　・保育士、または調理師の資格をお持ちの方は、
　　必ず資格証をお持ちください。

　　■申し込み・問い合わせ■申し込み・問い合わせ　住民課厚生係内線231住民課厚生係内線231

東京愛らんどフェア「島じまん 2008」

　東京の島々のかけがえのない自然環境と、そこでの人々のくらしや、文化・観光資源・特産品な
ど、　地域の魅力を広く紹介し、観光や産業の振興による地域経済の活性化を図るため、『島じまん
2008』が 5月 31日（土）、6月 1日（日）の 2日間、東京竹芝ふ頭公園で開催されました。

　ステージでの伝統芸能の披露や、島しょ各町村のブースでの島ならではの食べものや郷土品の販
売など、さまざまな催しが行われました。

　八丈島の飲食販売出展ブースでは島寿司、むろ節ご飯弁当、くさや、パッションジュース、あし
たば製品、ストレチアなどが販売され、完売するほどの盛況ぶりでした。また、黄八丈機織り体験・
黄八丈のしおりを作るためのブースも設けられましたが、こちらもイベントに来ていただいた方に
大人気の体験コーナーとなりました。

　31日のイベントステージでは八丈島出身の歌手、美咲愛さんがステージを盛り上げ、樫立踊り保
存会の皆さんは、都指定無形民俗文化財に指定された樫立踊りを披露しました。1日には八丈太鼓
六人会の皆さんがステージに上がり、勇壮な八丈太鼓の演奏で観客を魅了しました。

岩手・宮城内陸地震
義援金受付中

  皆さんの温かいご支援をよろしくお願いします
　○募集期間　7月 18日（金）まで
　○受付場所　住民課厚生係及び各出張所

　■問い合わせ　住民課厚生係　内線 232

ミャンマー･サイクロン災害
中国四川大地震

救援金募集期間を延長します
　　　　現地の被災状況が予想以上に甚大であったた
　　　め、受付期間を 7月 10日 (木 )まで延長します。
　　　　引き続き、皆さんの温かい支援をよろしくお
　　　願いします。
　　■受付場所　住民課厚生係及び各出張所
　■問い合わせ　住民課厚生係　内線 232
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国民年金     ■問い合わせ  住民課国保年金係　内線 236

「ねんきん特別便」をお届けしています
届きましたら、記載内容に漏れや誤りがないか確認し、次のパターンに沿って回答してください。

　年金受給者の方
　
　◎誤りがない場合 　「年金加入記録回答票」に必要事項を記入し、同封の返信用封筒で社会
　　　　　　　　　　　保険業務センターに郵送してください。

　◎誤りがある場合 　「年金加入記録回答票」に訂正内容などを記入し、「ねんきん特別便専
 用ダイヤル」にご連絡ください。郵送での手続き方法などをご案内して
 います。

　現役加入者の方
　　　　記載内容の誤りなどの有無にかかわらず、「年金加入記録回答票」を同封の返信用封筒で
　　社会保険業務センターに郵送してください。
　　　なお、現在厚生年金・共済組合などに加入中の方は、勤務先で回収する場合もあります。

　「ねんきん特別便」は、必ず回答が必要です。特に、旧姓で年金制度に加入したことがある方は、「年
金加入記録回答票」に旧姓の記入もお願いします。届いた加入記録に少しでも疑問がありましたら、
ねんきん特別便専用ダイヤル、または住民課国保年金係へご相談ください。

年金を受給されていない高齢者の方
　年金を受給されていない高齢者の方については、「ねんきん特別便」のように社会保険庁から直接
年金加入記録の確認をお願いすることができません。そこで、市区町村による介護保険料額のお知ら
せの機会を通じて、確認をお願いすることとしました。
　過去に国民年金保険料を納めたことがある方、会社に勤めたことのある方については、新たに年金
給付される可能性があります。一度、「ねんきんダイヤル」までご相談ください。

  ねんきん特別便についての問い合わせ
　ねんきん特別便専用ダイヤル　電話 0570-058-555
　　　　　　　　　　　　　　　　　（IP電話・PHSからは 03-6700-1144）
　　　　　　　　　　◉受付時間　・月曜日～金曜日　午前 9時～午後 8時　
　　　　　　　　　　　　　　　・第二土曜日　　　午前 9時～午後 5時

一般の年金相談は、こちらもご利用ください
◉住民課国保年金係　内線 236
◉ねんきんダイヤル　電話 0570-05-1165　(IP電話・PHSからは 03-6700-1165)
 　受付時間　・月曜日～金曜日　午前 8時 30分～午後 5時 15分
 　　　※月曜日は午後 7時まで（月曜が休日の場合は火曜）
  　　・第二土曜日　午前 9時 30分～午後 4時
　　電話番号のかけ間違いに注意してください。

◉港社会保険事務所　電話 03-5401-3211
◉社会保険庁ホームページ　http://www.sia.go.jp/

　● INFORMATION　国民年金

ご注意ください !!
　社会保険事務所職員を名乗
る振り込め詐欺事件が多発し
ています。
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● INFORMATION　税のお知らせ
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● INFORMATION　母子保健／子ども家庭支援センター／予防接種

予約制予防接種
(麻しん風しん混合・三種混合 )

7月 9日（水）・23日（水）7月 9日（水）・23日（水）
午後２時 30分～３時 (予約制 )午後２時 30分～３時 (予約制 )

場所：町立八丈病院小児科場所：町立八丈病院小児科

　町の集団接種（ＢＣＧ・ポリオを除く）
を受けられなかった方で接種を希望され
る方は、予約をしてください。
　受付締切は、接種希望日の１週間前です。

■予約受付・問い合わせ
　健康課保健係　電話 2-5570

母子保健  ■問い合わせ・申し込み　健康課保健係　電話　2-5570

・今月の健康診査　会場：保健福祉センター・今月の健康診査　会場：保健福祉センター　　　　※各健診の対象者には個別通知します
　2歳児歯科健康診査　9日（水）　午前9時 15分～ 10時 00分受付
　　○対象　平成 18年 4月 17日～平成 18年 7月 9日生まれの幼児

・すくすく相談（要電話予約）　会場：保健福祉センター・すくすく相談（要電話予約）　会場：保健福祉センター
　8日（火）　午前9時 30分～ 11時 30分
　　　日頃の子育ての中からでてくる疑問や、心配事などに保健師・管理栄養士・歯科衛生士が応じます。
　　　母子健康手帳を持参してください。

・4～ 5歳児すこやか相談会 　会場：保健福祉センター・4～ 5歳児すこやか相談会 　会場：保健福祉センター
　5日（土）
　　　年中児とその保護者を対象に行います。この時期は、心身の発達がめざましく、また基本的な生活習慣が身に
　　つく頃です。この時期に大切なことを一緒に考えてみませんか。お気軽にお越しください。
　第 1部　午前9時 00分～ 11時 30分
　　　計測、相談（身体・心理・栄養・口腔・育児など）、お話（臨床心理士・小児科医師・小学校校長）、こどもイ
　　ベント（パネルシアターなど）
　第 2部　午後1時 00分～ 4時 00分　要予約　事前に電話または第1部でお申し込みください。
　　　個別相談会です。小児科医・臨床心理士・保健師が応じます。

・両親学級　会場：保健福祉センター・両親学級　会場：保健福祉センター
　　新しい命を迎える準備をしましょう。お母さんの体調がよい時にいらしてください。
 ・1回目　　4日（金） 午後 1時 30分～ 3時 30分　妊娠中の生活、歯の健康
　　・2回目　11日（金） 午前 10時 30分～ 12時 30分　妊娠中の栄養（調理実習含む）
　　・3回目　17日（木） 午後 1時 30分～ 3時 30分　お産を迎える準備
　　・4回目　24日（木） 午後 1時 30分～ 3時 30分　赤ちゃんの健康、沐浴、マタニティビクス
・キッズクッキング（要電話予約）会場：保健福祉センター・キッズクッキング（要電話予約）会場：保健福祉センター　
　23日（水）午後 1時 30分～ 4時
　　八丈の食材を使って楽しく料理をしましょう。［飾りのり巻きとフルーツ白玉を作ります。］
　　　○対象：小学生とその保護者　　○定員：16名（定員になり次第締め切り）
　　　○受付締切：7月 18日（金）　　○持物：三角巾、エプロン

子ども家庭支援センターからのお知らせ

開館日　平日　午前 9時～午後 5時
 土日、祝日、年末年始はお休みです

　　交流ひろばの催し　毎週水曜日 10時から
　　7・8月予定
　　　　　　・7月 2日　七夕飾り
 　　　　　　9日　めざせタコゴール
 　　　　　　16日　お祭りゲーム「ビンゴ！ !」
 　　　　　　23日　紙芝居「？」　
 　　　　　　30日　ザブンザブン
　　　　　　・8月 6日　ファッションショー？

保育ママ募集　詳しくはお問い合わせください
就学前のお子様の身体測定 　14日（月）～18日（金）
　※ただし、水曜日は催し時間以外になります。

■問い合わせ　子ども家庭支援センター　電話　2-4300
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家族介護者教室
「ケアケア交流講座」開催
　7月 16日（水）　午後1時～3時
　第二八丈老人ホーム2階会議室

　　この講座では、介護している家族の方と、老人ホーム
　やデイホームで働く職員とが交流を図りながら、認知症
　について学びます。皆さんの参加をお待ちしています！

　　　主催：八丈町地域包括支援センター
　　　共催：認知症介護研究・研修仙台センター

　■内容　　　　高齢者の理解と移動介助の実習
　　　　　　　　（動きやすい服装でお越しください）
　■申込締切　　7月 9日（水）
　■費用　　　　無料
　■申し込み・問い合わせ　八丈町地域包括支援センター
 　　　　　　　　　　　　電話　2-0580

　● INFORMATION　長寿医療制度／介護用品支給／ケアケア交流講座／義援金受付／救援金募集

長寿医療制度（後期高齢者医療制度）の保険料額決定通知書を送付します
普通徴収（納付書による納付）の対象となる方には納付書を同封します。

　普通徴収の対象となるのは、右記の条件に当
てはまる方です。

　納期は来年 2月まで各月 1回ずつ計 8回で、
毎月の月末が納期限です。ただし、保険料が増
額になったときなどは 3月に納めていただく場
合があります。
■問い合わせ　
　健康課高齢福祉係　
　電話　2-5570

八丈町介護用品支給事業のご案内八丈町介護用品支給事業のご案内　

　この事業は、高齢者（65歳以上の方。40歳以上 65歳未満であって特定疾病に該当する方も含む）を
介護している家族等の身体的、精神的、経済的負担の軽減を図ることを目的としています。

■支給内容　　下記の支給要件に該当し、希望される方に、一人あたり月額 6,250円を上限に介護用品（※）
 　　　　の現物支給をします。
 　　※この事業での介護用品とは、紙おむつ、尿とりパット、使い捨て手袋、清拭剤、ドライシャン
 　　　プーなど、介護に適し数回の使用で効力のなくなるものをいいます。
■支給要件　　要介護 4、または要介護 5の認定を受けていて、市町村民税非課税世帯に属する在宅の高齢者
 　　　　を介護している方。（要介護者の入院期間中を除く。）
■申請方法　　八丈町介護用品支給申請書を提出してください。
　

■問い合わせ　　健康課高齢福祉係　電話　2-5570

○年金が年額 18万円未満の方　　
○介護保険料とあわせた保険料額が、年金額の 1/2を超える方
○年度途中で 75歳になった方　　
○年度途中で他の区市町村から転入された方
○年金担保貸付金を返済中、または貸付開始された方
○平成 20年 4月に社会保険から移行された本人の方
　(原則として平成 20年 7月から 9月まで普通徴収、
　10月から公的年金からの天引き (特別徴収 ))
○平成 20年 4月に社会保険から移行された被扶養者の方
　(原則として平成 20年 10月から特別徴収 )

5 月の主な会議
日 会議名 議題等

1日 庁議 小笠原親善訪問について 
ほか

9日 課長連絡会議 町立八丈病院改革プランに
ついて ほか

12日
平成 20年度八丈町
教育委員会
第 2回定例会

平成 20年度就学援助費受給
者の認定について ほか

20日 課長連絡会議 平成 20年度勤勉手当の成績
率について ほか

26日 八丈町農業委員会
第 2回総会

農業経営基盤強化促進法に
基づく農地利用集積計画の
承認について ほか
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● INFORMATION　教育委員会だより

教育委員会だより  ■問い合わせ　各学校・教育課庶務係　電話 2-0797  

　7月 21日から夏休みが始まります。
子どもたちは学校中心から家庭中心の
生活に入りますが、学校ではできない
経験や体験ができるいい機会でもあり
ます。子どもたちが健康で安全に、そ
して楽しく充実した夏休みが送れるよ
う、ご家庭や地域の方々のご協力をお
願いします。

 
 7 月の学校行事　
　　
  ・セーフティ教室　16日 (水 )　富士中学校
  非行防止または犯罪被害防止を目的に実施しています。

  ・終業式　 18日（金）　　　　全小 ･中学校
  ・夏季休業 21日（月）から 　全小 ･中学校

 教育相談室より 教育相談員　伊藤　宏

　　前夜からの雨が降ったり止んだりしていたある日の午後、Ｑさんの訪問がありました。窓の外
　のあじさいを眺めながら、話題は「移ろいやすい心」のことになりました。

Ｑさん　近ごろ、私たちの理解を超える事件が続きます。それも、若者がかかわる…。
相談員　そうですね。なぜ…？と問わずにいられないし、動機を聞いても理解できない。
Ｑさん　ただ、それほどまでに追いつめられ、ストレスをためていたのか…と
相談員　確かにこの十年ほどは、若者の夢や希望の実現が難しい時代になったと言われます。それは政治や経済

の問題として話題になることが多いけれど、時代の状況が若者の心に及ぼす影響について、もっと考え
ていかなければと思います。

Ｑさん　「ＫＹ」（空気が読めない）といって、周囲に同調できない人を疎外し追いつめる傾向が強いようですね。
相談員　「和をもって貴しとなす」ではないですが、「まとまる」ことが無条件で尊重される伝統的な風潮の中で、

集団になじめず孤立感を深めている子どもや若者がいます。
Ｑさん　それと、近ごろの事件と関係が…？
相談員　一概にはいえませんが、人と共感することや人の心を推測することが苦手で、本人にしかわからない理

論によって行動するために、周囲からは会話の内容がどこかずれていて違和感があると思われやすい人
もいるのです。

Ｑさん　それは、性格とか親のしつけの結果ではなく、心の発達の問題なんですね。
相談員　もちろん、親の育て方が原因で乳幼児期に安定した親子関係が築けなかった結果、性格にゆがみができ

る例もありますが、軽度の発達障害の場合は、問題が見えにくいだけに難しいのです。
Ｑさん　まわりにはその人の個性が見えにくく、「困り感」がわからないのですね。
相談員　知的には正常ですから、ふつうの人には障害で困っているようには見えません。
Ｑさん　それじゃ、本人が日常生活でどれほど深刻に悩んでいても、まわりにはわからないわけですね。
相談員　思いどおりにものごとが進まず、その理由もわからないので、孤立しがちです。「かわいげがない」とか

「つき合いにくい」子として、時には親や周囲から虐待を受けていることもあり、想像以上の苦しみがあ
るのです。

Ｑさん　そうした被害体験の積み重ねが、何かのきっかけで反社会的な行動に…？
相談員　周囲から理解されないまま疎外感を深めると、特有の心の仕組みにストレスがかかり、「みじめな思い」

が限界に達したとき、ちょっとしたきっかけで大きな事件になるのではないか、だから周囲の理解ある
対応により問題は克服できると、専門家は考えています。悲観したり排除するのではなく、専門家に相
談することが大事なんですね。

　　八丈町教育相談室　
　　　毎週火・金曜日　
　　　午前 8時 30分～午後 5時
　　　電話・FAX　2-0591

東京都教育相談センター　
　平日　　　　　午前 9時～午後 9時
　土・日・休日　午後 9時～午後 5時
　電話 03-5800-8008

東京いのちの電話（24時間）
　電話 03-3264-4343
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　● INFORMATION　図書館からのお知らせ／火災予防標語／町長上京日記
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● INFORMATION　環境だより／地域振興に係る補助事業の募集

環 境 だ よ り 　 　 ■問い合わせ　住民課環境係　内線 233・234

大掃除をして、さわやかな夏を迎えましょう！
　夏を迎えるその前に、蚊や害虫の発生源になりそうな天井・床下の清掃や、家の周辺の除草・枝払いなど、
普段はなかなか手が付かない所も掃除しましょう。

浄化槽に関するお知らせ
　八丈町では、合併処理浄化槽（建築基準法では設置が義務付けられています）の設置に対する補助制度や、
清掃作業経費の住民負担の軽減措置制度があります。詳しくは環境係までお問い合わせください。
　申請書は、必ず設置や清掃を行う前に住民課環境係まで提出してください。
　ただし、町税等の滞納者は、これらの補助及び軽減措置を受けることができません。

伐採木を有効活用！
　公共事業により伐採
された木を有効活用す
るために「リサイクル
用原材料仮置き場」(
右図参照 )を設置して
います。
　仮置きしている木は、
炭や薪用として利用で
きます。是非ご活用く
ださい。
　仮置き場前には看板
があります。場所を間
違えないよう、注意し
てください。

～平成 20年度地域振興に係る補助事業（第 2回）の募集～
　募集期間　平成 20年 7月 1日（火）～ 7月 31日（木）

　対象とされる事業　・地域振興に係る特産品に関する事業
　　　　　　　　　　　　・地域振興に係る観光振興に関する事業
　　　　　　　　　　　　・地域振興に係る島おこしを担う人材育成に関する事業
　補助対象団体　概ね 5名以上（島しょ在住者）で構成する団体で、公社が補助する事業に相応しい
　　　　　　　　　計画を持つグループ・団体
　　事業の期間　事業開始時期から平成 21年 3月末日まで

　補助金額　補助対象経費の 5分の 4以内で 100万円（特に必要と認められる事業については 200万円）
　　　　　　　を上限とする。なお、地域振興に係る補助事業のうち、視察に関するものは補助事業の対象と
　　　　　　　しない。
　 　申込方法　所定の計画書により平成 20年 7月 31日 (木 )までに企画財政課へ
　　　　　　　※交付要綱は企画財政課で配布します。

　問い合わせ　・財団法人東京都島しょ振興公社　電話 03-5472-6546
　　　　　　　　・企画財政課企画情報係　内線 305

  

 
  

  

  

  

 

 

 

ポイ捨てはしない！
　地域などの清掃活動のとき、草刈機に空
き缶などのゴミが接触し、作業する方の危
険にもつながります。
　ゴミなどのポイ捨ては、自然豊かな八丈
島の環境美化に反する行為です。

ゴミなどの焼却（野焼き）は禁止
　ゴミなどの焼却（野焼き）は、法律及び
条例により、原則として禁止されています。
　焼却により煙や臭気が発生し、洗濯物や
家の中が煙臭くなるなど、周辺地域の生活
環境に影響を与えかねません。
　住みやすい環境づくりにご協力お願いし
ます。
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　● INFORMATION　夏を楽しく過ごすために／サマージャンボ宝くじ／要望活動
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● INFORMATION　町営住宅入居者募集／自衛官募集
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　● INFORMATION　夏期安全対策

●ご協力をお願いします
□底土港
　混雑緩和のため、さん橋内へは「営業車ステッカー」
　を掲示した車両以外は入れなくなるので、注意して
　ください。

□八重根港
　船客待合所前の広場は駐車禁止です。車両はお客様
　の乗降後、すみやかに移動してください。

□八丈島空港
　ターミナル前の路上駐車は全面禁止です。車両を止
　めたまま短時間でも運転者が車を離れると違法行為
　となるので注意してください。また、駐車場の混雑
　緩和のため、上京に伴う長期間の駐車は控えていた
　だくようお願いします。

○夏期は来島者によるレンタカー、レンタバイク、レ
　ンタサイクルの利用が多くなります。お互いに注意
　しましょう。
○八丈島警察署では、空港港湾施設や海水浴場、釣り
　場、キャンプ場などにおいて警戒を実施します。また、
　交通違反の指導取り締りを強化します。
○遊泳禁止（赤旗又は看板）を、底土、横間、ヤケンヶ浜、
　旧八重根、乙千代ヶ浜、藍ヶ江、洞輪沢の各海水浴
　場に、状況に応じて表示します。
○沿岸でプレジャーボートなどを使用する際には、遊
　泳者に十分注意を払い、運転してください。
○釣りの際には一人での釣行を避け、救命具を着用し、
　波やうねりには細心の注意を払ってください。
○周辺海域では、水中銃の使用禁止のほか、イセエビ、
　トコブシ、テングサなどの水産動植物をとることな
　どが制限されています。
○食中毒や伝染病などの発生を防止するため、十分な
　注意を払ってください。

■問い合わせ　産業観光課観光商工係　内線 268

夏期安全対策について夏期安全対策について
　いよいよ夏期シーズンを迎え、島を訪れる方々が増える時期にむけ、6月13日（金）
に関係各団体の代表による、夏期対策懇談会が開催されました。
　懇談会では、各団体が安全面やトラブル防止のための対策を実施することが決め
られました。
　空港・港湾施設の交通対策や次のことについて、皆さんのご理解とご協力をよろ
しくお願いします。

●平成 20年　夏期の道路交通案内図

　対策日時：7月 19日（土）～ 8月 31日（日）
　  午前 8時 30分～午前 10時

●神湊（底土）港

●八重根港
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● INFORMATION　第 36回八丈島夏祭り／花火大会／路線バス

第 3 6 回第 3 6 回 八 丈 島 夏 ま つ り八 丈 島 夏 ま つ り
7 月 23 日（水）～ 25 日（金）　商工会館通り　

主なステージイベント（予定）
23日（水）　・キャラクターショー
24日（木）　・バンド演奏
 ・芸能人によるショー
25日（金）　・歌手による歌の披露
 ・ミス八丈島発表会

参加者を募集します参加者を募集します
■募集期間　7月 1日（火）～4日（金）午前8時30分～午後5時まで
夜店出店者夜店出店者
◇資格　　営業に必要な許可を持っている商工会員
◇条件　　(1)夜店出店の趣旨に準じ、低価格で子どもにも喜ばれる商品の提供が可能なこと。
　 　(2)公序良俗に反する商品の販売および酒類の提供はできません。
◇出店料　 1区画 15,000円
　 ※出店場所は、申込書の提出順にさせていただきます。なお、飲食店関係の店舗については、
 　1区画 2品までとさせていただきます。

大売出し加盟店大売出し加盟店　
◇資格　　商工会員
■申し込み・問い合わせ　八丈町商工会事務局　電話 2-2121

八 丈 島 納 涼 花 火 大 会八 丈 島 納 涼 花 火 大 会
8月 11日（月）（悪天候時は翌日に延期）底土港にて開催8月 11日（月）（悪天候時は翌日に延期）底土港にて開催

　今年も運営については、ご賛同いただいている商店や事業所などをはじめ、多くの町民の方々から
の寄付金によって行います。ご理解、ご支援のほどよろしくお願いいたします。
　寄付をしていただける方は、事務局までご連絡くだされば伺います。また、協賛箱を商工会、観光協会、
協力をいただいている商店などに設置しますので、よろしくお願いいたします。振り込みによる寄付
をご希望の方は次の口座までお願いします。

　●七島信用組合　八丈島支店　普通2058831　八丈島納涼花火大会会長　沖山重彦
　　（ハチジョウジマノウリヨウハナビタイカイカイチヨウ　オキヤマシゲヒコ）

■問い合わせ　八丈島納涼花火大会実行委員会事務局
　　　　　　　電話 04996 (2) 1121（内線 267）　FAX 04996 (2) 4437

路線バス夏期の路線変更について路線バス夏期の路線変更について
　7月 21日～ 8月 31日までの間、末吉～洞輪沢、永郷行きは運休となり、東畑～神湊間は底土まわ
りとなります。お間違えのないよう、ご注意ください。
 ■問い合わせ　企業課運輸係　内線 321
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SCHEDULE
20087月

三　 根
公民館

大賀郷
公民館

樫　 立
公民館

中之郷
公民館

末　 吉
公民館

八丈町保健
福祉センター

町　 立
八丈病院 保健所 坂上老人

福 祉 館

日 月 火 水 木 金 土

町 立 病 院
臨 時 診 療 日（受付時間  受付時間  / 8：00～ 11：00）

八丈町役場　出張所 /三根 : 2-0349　樫立 : 7-0003　中之郷 : 7-0002　末吉 : 8-1003 100％再生紙を使用しています   

7月のゴミ分別回収

温泉休業日

資源びん 金属

日 月 火 水 木 金 土
1 2 3 4 5

6 7 8 9 10 11 12

13 14 15 16 17 18 19

20 21 22 23 24 25 26

27 28 29 30 31

日 月 火 水 木 金 土
1 2 3 4 5

6 7 8 9 10 11 12

13 14 15 16 17 18 19

20 21 22 23 24 25 26

27 28 29 30 31

日 月 火 水 木 金 土
1 2 3 4 5

6 7 8 9 10 11 12

13 14 15 16 17 18 19

20 21 22 23 24 25 26

27 28 29 30 31

三　　根

資源

資源

資源

資源

資源

びん

金属

金属

金属

大　賀　郷

資源

資源

資源

びん

金属

金属

金属

金属

樫立･中之郷･末吉

資源

資源

資源

資源

資源

びん

金属

金属

金属

金属

･･･燃えるゴミ ･･･空きびん ･･･資源ゴミ ･･･有害ゴミ ･･･金属ゴミ

三

三

大

大

樫

樫

中

中

末

末

保保福

保福

保福

保福

保福

保福保福

保福保福

町病 上老

診　療　日 診療時間
耳鼻咽喉科 22日（火）～ 25日（金）   9:00～
糖尿病教室 18日（金） 13:30～

※新規患者の方は、8時 30分からの受付となります。

休　業　日
ふれあいの湯 7日（月）、14日（月）、28日（月）

みはらしの湯 休業中

ザ ･ＢＯＯＮ 2日（水）、9日（水）、16日（水）、23日（水）、
30日（水）

やすらぎの湯 3日（木）、10日（木）、17日（木）、24日（木）、
31日（木）

1
 高齢者健康教室

 10:00～ 12:00

2 3
 高齢者健康教室

 10:00～ 12:00

4

 両親学級 1回目

 13:30～ 15:30

5

4~5歳児すこやか相談会

 9:00～ 11:30

6 7
 図書館休館日
コミュニティーセンター
休館日

8

 すくすく相談

 9:30～ 11:30

9
 2歳児歯科健診

9:15～10:00受付

10

 高齢者健康教室

 10:00～ 12:00

11

 両親学級 2回目

 10:30～ 12:30

12

 おはなし会
 八丈町立図書館
10:00～ 11:00

13 14
 図書館休館日
コミュニティーセンター
休館日

15
 

16

 高齢者健康教室

 10:00～ 12:00

17
 両親学級 3回目

 13:30～ 15:30

18 19

20 21
 図書館休館日

22
コミュニティーセンター
休館日

23
高齢者健康教室 10:00～12:00

キッズクッキング
 13:30～16:00

24

 
両親学級 4回目

 
13:30～ 15:30

25

 

26

27 28 図書館休館日
コミュニティーセンター
休館日

29 30 31

 図書館休館日

第 36回　八丈島夏まつり　　商工会館前第 27回タコスカップ
（サーフィン大会）汐間海岸

  ○特定健康診査　○長寿医療制度（後期高齢者医療制度）健康診査　○生活機能評価
  ○ B型・C型肝炎ウイルス検査（検診）○胃・肺・大腸がん検診　7:00～ 10:00受付

             27日～ 29日   30日   31日 中末保福


