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各地域の人口・世帯数

目 次

人　口 8,371人 減 7人
　　男 4,223人 減 2人
　　女 4,148人 減 5人
世帯数 4,612世帯 減 6世帯

 世帯数 男 女 人口計
三　根 2,105 1,952 1,841 3,793
大賀郷 1,573 1,402 1,410 2,812
樫　立 305 285 280 565
中之郷 398 386 389 775
末　吉 231 198 228 426

６月中
の異動

はちじょうトピックス

衆議院議員選挙／八丈町汚泥再生処理センター建設へ向けて

国民年金 ほか／国保だより

税のお知らせ／環境だより

教育委員会だより　ほか／母子保健　ほか

お知らせ掲示板

参加しませんか？　募集しています！

おじゃれ１１万人

写真では伝えきれない美しさ写真では伝えきれない美しさ写真では伝えきれない美しさ 小笠原親善訪問小笠原親善訪問　66月月2525日日（木（木））～～3030日日（火（火））
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は　ち　じ　ょ　う

第28回小笠原親善訪問／八高生のおはなし会開催

第28回小笠原親善訪問
　強い日差し、抜けるような青空、船から降り立
った小笠原は、夏真っ盛りの島でした。今回の訪
問も、我々にとって得るものの大きい旅となりま
した。
　今回の訪問団は１５９名。６月２５日夕刻、底土港
から乗船し、明けて２６日には、戦時中に八丈島か
ら動員され、小笠原沖で戦死した方々への追悼式
を船上で行いました。お昼ごろ父島二見港に到着、
夕方には船客待合所で「歓迎交流会」が催されま
した。
　そのほか、２７日には父島返還祭、２８日には母島
返還祭に参加しました。南洋おどり、小笠原の太
鼓、フラなど、地元ならではのステージを楽しま
せてもらいました。
　八丈島からも、八丈太鼓やフラが披露され、送
られた大きな拍手に、この訪問が回を重ねて定着
してきていることを改めて実感しました。

日程：
６月２６日（金）戦没者追悼式、歓迎交流会
　　２７日（土）父島返還祭
　　２８日（日）母島返還祭

訪問団長　伊勢崎　孝久

　また、グリーンアノール（外来種のトカゲ）駆
除のためのフェンス、アカギ（外来の樹木）対策、
ノヤギの駆除など、小笠原の方々の世界遺産登録
へ向けた自然保護への取り組みと、意識の高さに
大変感心しました。アカギは、母島返還祭のステ
ージで上演された手作りの劇のテーマにもなって
いるほどでした。
　この訪問が無事終了し、友好をさらに深めるこ
とができたのも、森下小笠原村長をはじめ、関係
者の皆さまのご尽力あってのことです。ありがと
うございました。

八高生のおはなし会　開催
　７月７日（火）、八丈町立図書館こどものほんのへやで、奉仕活
動の一環として、都立八丈高校二年生の４名の方による絵本の読
み聞かせが行われました。
　最初のうちは、慣れない読み聞かせに照れくさそうにしながら
も、皆さん一生懸命に読んでいました。

読み聞かせをされた方々の感想
・読み進めることだけでも大変で、すぐつっかえてしまった。次回は間違えずに読めるようにしたい。
・絵の見せ方がとても難しかった。絵本の読み聞かせは「読む」だけではないのだなと感じた。
・子供向けにひらがなで書かれている本はむしろ読みにくく、もっと練習が必要なんだなと感じた。
・自分ひとりで読書をするのとは勝手が違い、本を見せながら読むというのはとても難しいと知った。

　今回は見に来ていたお子さんが少なく、生徒さんたちもちょっと残念そうでした。次回は、皆さんで
お兄さんお姉さんたちを応援に行きませんか？
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ト　ピ　ッ　ク　ス
火災や災害から地域を守る！  八丈町消防団夏季訓練
　６月２７日（土）、２８日（日）、八丈町消防団（沖山孝雅団長）の夏季訓練が行われました。団員は東京都

消防訓練所教官からの指導を受け、午前は「消火活動と安全管理」に対する講義と規律訓練、午後は

「消防ポンプ車操法及び火災防御想定訓練」に取り組みました。なお、功労顕著で他の模範となる下記

の団員の方々が、東京都消防訓練所長表彰を受けました。

　　　○中之郷分団　部長　山口　光一　　○三根分団　団員　北条　貴

　　　○樫 立 分 団　班長　笹本　博保　　○三根分団　班長　廣江　均

　八丈町消防団では、今回の訓練を糧として、火災や地震、台風などの災害から地域の安全と安心を守

るため活動してまいります。今後もみなさんのご理解、ご協力をお願いいたします。

　７月６日（月）、７日（火）、８日（水）の三日間、

沖山卓さん（富士中学校二年）が、町役場総務課、

住民課、建設課などで職場体験を行いました。右

記枠内の文章は、二日目に沖山さんが作成したも

のです。

　三日目には建設課で作業を行なったそうです。

今後に活かしてもらえるものがあれば、職員もう

れしく思います。三日間お疲れ様でした！

 

　職場体験一日目は、総務課でハンコを押す

仕事や、郵便物の料金を計る仕事、防災無線

の録音をしました。午後には、産業観光課で

ふれあい牧場の牛の餌やりや、牛をトラック

の荷台に移動させました。

　二日目は、朝にクリーンセンターへ行き、

中を見学させてもらい、機械の詳しい説明を

してもらったり、クレーンを動かしたり、ゴ

ミの分別を体験しました。午後には企画財政

課で広報やポータルサイトの記事を作らせて

もらいました。どこの職場に行っても、その

職場の人が優しくしてくれたのでとてもうれ

しかったです。

おつかれさまでした！職場体験

八丈町消防団夏季訓練／職場体験
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　　衆議院議員選挙・最高裁判所裁判官国民審査が次のとおり行われます。

■　公　示　日　８月１８日（火）
■　投票日時　８月３０日（日）午前７時～午後８時
■　投　票　所　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
■　開票日時　当日午後９時から
■　開　票　所　八丈町保健福祉センター
　　　　　　※一般の方も参観することができ
　　　　　　　ます。午後８時４５分までにお越
　　　　　　　しください。

衆議院議員選挙

平成２１年５月１８日以降に
住民登録の届出をした方

　平成２１年５月１８日以降に住民登録の届出をし

た方は、八丈町の選挙人名簿には登録されませ

ん。

　前住所地の選挙人名簿に登録されている方は、

登録されている前住所地の選挙管理委員会に投

票用紙などを請求し、八丈町にて不在者投票を

することができます。お早めに前住所地へお問

い合わせください。

 期  日  前 投票ができます
き じつ まえ

　投票日に仕事や上京、レジャーなどで投票所

へ行けない方は、次の期間に期日前投票をご利

用ください。

■衆議院議員選挙

　８月１９日（水）～８月２９日（土）

■最高裁判所裁判官国民審査

　８月２２日（日）～８月２９日（土）

■受付場所・時間　町役場総務課カウンター

　　　　　　　　　午前８時３０分～午後８時

投票できる方
　八丈町の選挙人名簿に登録されている方。

　今回新たに登録される方は、平成元年８月３１
日以前に生まれた方と平成２１年５月１７日までに

住民登録の届出をし、引き続き八丈町に住所を

有する方です。

滞在先でも不在者投票ができます
　八丈町にいなくても滞在先の区市町村選挙管

理委員会で不在者投票ができます。

　まず、投票用紙の請求を当選挙管理委員会に

してください。投票用紙などを滞在先に郵送し

ます。

　郵送でのやりとりとなりますので、お早めに

請求をしてください。

○投票用紙の請求

　はがきや便せんなどに、次のことを書いて、

八丈町選挙管理委員会（町役場内）まで郵送に

て請求してください。（ＦＡＸや電話での請求

はできません。）

①八丈町の住所

②氏名・生年月日

③滞在先住所　

※滞在先の住所は、建物名、部屋番号など詳

しく書いてください。

④電話番号　※日中に連絡の取れる番号

⑤どこの区市町村で不在者投票をするか

⑥選挙当日、投票所にいけない理由

投票方法
　投票は、小選挙区選挙と、比例代表選挙、最

高裁判所裁判官国民審査があります。

　小選挙区の投票用紙には、候補者氏名を、比

例代表の投票用紙には政党名等を書いてくださ

い。また、最高裁判所裁判官国民審査の投票用

紙には、その投票用紙の中から、辞めさせたい

裁判官に×を書いて投票してください。

投票所入場券
　投票所入場券（はがき）を郵送しますので、

投票に行くときには忘れずに持参してください。

入場券を紛失した場合でも選挙人名簿に登録さ

れている方は投票できますので、各投票所の受

付に申し出てください。

■問い合わせ■　八丈町選挙管理委員会　電話　２－１１２１　内線２１５
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住民説明会開催のお知らせ　
　汚泥再生処理センター建設及び生活環境影響調査　　■日　時　８月２７日（木）　午後７時～

について説明会を開催します。ご参加ください。　　　　■場　所　大賀郷公民館

生活環境影響調査意見書について
　生活環境影響調査について提出された意見書について、Ｑ＆Ａ（要旨）形式で回答します。。

汚泥再生生活環境影響調査

Ｑ　悪臭についての資料（焼却施設）がないと
はどういうことか。また、住民への聞き取り
調査を何故しなかったのか。
Ａ　焼却施設は既に解体されサラ地になってお
ります。今回の調査では、施設設置前の臭気
発生源がない状況を把握することを目的にし
ていたため、過去の資料とは、焼却場がない
状況でのデータということになります。この
状況で臭気のデータはありませんでした。

　　現状については、今回、敷地境界および計
画地周辺における臭気調査を実施しており、
この結果から基準値を満足している状況が確

　認されました。
　　なお、聞き取り調査については、調査の目
的が現況把握であるため、焼却場があったと
きの状況を確認する必要がありませんでした
ので、実施しておりません。

Ｑ　バキューム車の往復について、永郷住民の
生活者、観光的視点からの影響は？
Ａ　既存施設の処理能力より算出すると、バキ
ューム車が一番多く搬入する日であっても１２
台程度と予想しております。生活環境の向上
のためご理解をお願いします。

Ｑ　悪臭物質の測定の方法（環境庁告示第９
号）の内容を開示されたい
Ａ　環境庁告示第９号とは、悪臭防止法施行規
則第３条の規定に基づき、悪臭物質の測定の
方法が定められているもののうち、悪臭防止
法施行規則第５条の特定悪臭物質の２２物質
（アンモニア等）について、それぞれの物質
ごとの測定方法を細かく定めたものです。測
定の概略は、採取した空気を定められている
試薬を使い、分析装置にかけ物質を捕集し、
補修された物質量をもとに計算式により濃度
を求めるものです。

Ｑ　予測結果は机上の論理であり実態を反映し
たものではないのでは

Ａ　計画している施設は焼却施設ではないため、
臭気の発生源は、煙突ではなく、排気口にな
ります。排気風量についても焼却場の煙突か
らの煙よりもかなり少量となります。さらに
排気口から排出される排ガスは脱臭処理後の
ガスとなります。

　　今回の事業では、脱臭を適切に行うことか
ら、外部への臭気の漏洩は極力抑えられるも
のと考えております。

Ｑ　本当に臭気物質が永郷の近隣住宅に滞留し
ないと言えるのか。

Ａ　臭気は悪臭防止法や条例において敷地境界、
気体排出口での規制基準が定められており、
建設予定の施設ではこの基準を満足すること
となっています。また、施設が稼動してから
も敷地境界における臭気は、定期的に測定す
ることとなっております。

Ｑ　報告書の作成業務委託費はいくらか
Ａ　２０，６８５，０００円です。

Ｑ　八丈町基本構想の基本理念と施設建設は整合
するのか。また、八丈町総合開発審議会並びに
都市計画審議会をクリアできる条件はあるか。
Ａ　基本構想との整合性については基本構想の
施策の大綱（５）下水処理において公衆衛生
の向上と環境保全のために、し尿と生活用排
水の適正処理が求められる中で、下水処理施
設の整備は重要課題であり、早急な整備が必
要となっている。と示されております。

　　施設については、自然との調和、景観も十
分に考慮し、計画を進めたいと考えておりま
す。また、八丈町総合開発審議会ならびに東
京都都市計画審議会においては、現在決定に
向け、協議や申請書類の準備を進めております。
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国民年金 ほか

●「ねんきん定期便」をお届けしています●
　社会保険庁では、被保険者の皆さんの保険料納付実績などを記載した「ねんきん定期便」の送付を、４月から行

っています。受け取られた際には、加入記録・記載内容を十分に確認し、訂正があった場合は、同封の「年金加入

記録回答票」に記入して、返送してください。

●ご活用ください「国民年金保険料の免除制度」●
　国民年金制度には、保険料を納付することが困難な方のために、申請して承認されれば保険料の納付が全額また

は一部免除となる制度があります。（本人及び配偶者・世帯主それぞれの所得確認を行います。）承認された期間は、

老齢・障害・遺族基礎年金の受給資格にも算入されます。

※配偶者や世帯主も各段階の免除基準に該当していることが必要です。
※４人世帯、２人世帯は、夫か妻のどちらかのみに所得（収入）がある場合です。
※所得額は、社会保険料などの控除額により変わります。

　国民年金保険料が未納のままだと、老齢基礎年金が低額になったり、受給ができなくなることがあります。お早

めにご相談ください。

※一定の期間内であれば、免除した保険料を納めることができる「追納制度」もあります。

ねんきん定期便に関する問い合わせ
　ねんきん定期便専用ダイヤル � 電話　０５７０－０５８－５５５（IP電話・PHSからは　０３－６７００－１１４４）
 　　� 受付時間　・月曜日から金曜日…午前９時～午後８時　　・第２土曜日…午前９時～午後５時

※祝日はご利用いただけません。また、「ねんきん特別便」に関する問い合わせも、この番号で引き続き
受け付けています。

国民年金
■住 民 課 国 保 年 金 係■　内線２３６
■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/

水色の用紙の「年金加入記録回答票」が同封されている方は、「もれ」や「誤り」の有無に

関わらず回答していただく必要があります。同封の返信用封筒で、返送をお願いします。
重要

一　部　納　付
全額免除世帯区分

４分の３納付半額納付４分の１納付

３３５万円
（４８６万円）

２８２万円
（４２０万円）

２３０万円
（３５４万円）

１６２万円
（２５７万円）

４人世帯
（夫婦・子２人）

２４７万円
（３７６万円）

１９５万円
（３０４万円）

１４２万円
（２２９万円）

９２万円
（１５７万円）

２人世帯
（夫婦のみ）

１８９万円
（２９６万円）

１４１万円
（２２７万円）

９３万円
（１５８万円）

５７万円
（１２２万円）

単身世帯

�免除の対象となる所得（収入）のめやす�

�
６
月
の
主
な
会
議
�

議　　題　　等会　議　名日

平成２０年度八丈町国民健康保険特別会計決算見込について　ほか庁議１日

第二回八丈町議会定例会について議会運営委員会２日

国民健康保険特別会計決算見込について　ほか総務文教委員協議会９日

欠航対策について　ほか経済企業委員協議会９日

平成２１年度就学援助費受給者の認定について　ほか平成２１年度八丈町教育委員会第３回定例会９日

地域活性化・経済危機対策臨時交付金事業の募集について　ほか課長連絡会議１０日

八丈町固定資産評価委員会委員の選任の同意について　ほか第二回八丈町議会定例会
１１日

一般旅客自動車運送事業について　ほか一般旅客自動車運送事業検討特別委員会

新庁舎の配置計画等について　ほか課長連絡会議１９日

八丈町農業振興地域整備計画案に対する意見について　ほか八丈町農業委員会第３回総会２５日
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■高齢受給者証を発送しました！（７０歳から７４歳までの方）

新しい高齢受給者証の有効期限　……平成２１年８月１日～平成２２年７月３１日

※ただし、平成２２年度中に７５歳になられる方は、誕生日の前日までが有効期限です。

　（７５歳から後期高齢者医療制度へ加入されるため）

病院の窓口負担割合　……２割もしくは３割

※ただし、『２割（平成２２年３月３１日までは１割）』の表示がされている方　は、いままで

どおり窓口で払う　自己負担割合は１割のまま　です。

　　　病院などの窓口における負担割合と負担限度額表

　

★１　現役並み所得者の自己負担限度額＝８０,１００円＋（総医療費－２６７,０００円）×１％

　　　……医療費総額が２６７,０００円を超えた場合は、８０,１００円に超えた分の１％を加算します。

※過去１年間に４回以上高額療養費の対象になると、４回目以降の自己負担限度額は区分に関わら

ず４４,０００円に変わります。

　

　　◆「相互扶助」で成り立つ国保制度です。皆さんのご理解、ご協力をお願いします。

　　◆国保税は国保制度の重要な財源です。納め忘れのないようご注意ください。

　　◆国保税の納付には、便利な口座振替をご利用ください。

※その他、国民健康保険証や制度について分からないこと、疑問に思うことなど、いつでもご相談ください。

国保だより ■問い合わせ■　住民課国保年金係　内線２３５

国保だより

７０歳以上の現役並み所得者

　７０歳以上で課税所得１４５万円以上の国保に加入されている方がいる世帯は、負担割合が３

割になります。ただしその方たちの収入が、１人世帯で３８３万円未満、２人以上の世帯で５２０

万円未満のときに、その旨申請があった場合は、負担割合が１割になります。

　※上記の収入額に該当される方には、申請書を送付しています。

自己負担限度額
自己負担割合所得区分

外来＋入院（世帯単位）外来（個人単位）

★１４４,４００円３割現役並み所得者

４４,４００円１２,０００円２割一般

２４,６００円
　８,０００円

２割低所得Ⅱ

１５,０００円２割低所得Ⅰ

高齢受給者証について

　７０歳になると、所得などに応じた自己負担割合が記載された高齢受給者証が、加入している

医療保険から交付されます。

　誕生月の翌月に交付しますが、１日生まれの方は誕生月から交付します。

　高齢受給者証は、前年の課税所得で判定するため、毎年８月で更新されます。
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税のお知らせ

税のお知らせ税のお知らせ ■問い合わせ■　税務課税務係　内線２２１

今月の納期限および口座振替日
　

�３１日（月）
・町都民税（２期）
・国民健康保険税（２期）

税金の納付は口座振替で
　

　口座振替は自動的に税金が引き落とし

になるので、納税する手間が省けるう

え、確実です。

�口座振替ができる金融機関
　七島信用組合・みずほ銀行・郵便局

�申込方法
　各金融機関へ預・貯金通帳、届出印、

納付書をお持ちのうえ、申し込んでく

ださい。

納め忘れはありませんか？
　

　納期限を過ぎてそのままにしておきますと、滞納処

分（財産の差押さえを実施しています。差押対象とな

る財産は、土地、建物などの不動産のほか預金、給料

などの債権です。）になる場合がありますので、納期

限までに納められない場合は、できるだけ早めにご相

談ください。

　国保税を滞納している方には、保険証を返還しても

らい、代わりに資格証明書を交付しております。この

場合、医療費は全額自己負担となりますので、ご注意

ください。

　みなさんに納めていただいている税金は、町民一人

ひとりの生活のさまざまな場面で役立ち、安全で、豊

かで便利な生活がおくれるように社会をささえていま

す。

　納税についての相談は、早めに税務課までご連絡く

ださい。

軽自動車の手続き（廃車・所有者変更・転出等）はお早めに
　

　軽自動車税の課税

や減免は、税務課で

行いますが、登録・

廃車・譲渡等の手続

きは、表のとおり車

種によって手続きの

窓口が異なります。

　また、毎年４月１

日現在、軽自動車を

所有している方に課

税されます。４月２

日以降に廃車手続き

をされると、その年

度の税金は課税され

ます。

　 手 続 窓 口　　　 　 区　 　 　 　 　 　 分　 　 　

①八丈町役場
　税務課税務係

排気量５０cc以下

原動機付自転車
排気量５１cc以上９０cc以下

排気量９１cc以上１２５cc以下

三輪以上のもの（ミニカー排気量５０cc以下）

農耕作業用
小型特殊自動車

その他のもの

②軽自動車検査協会
　東京主管事務所

営　業　用
乗　　　用

四　輪

軽 自 動 車

自　家　用

営　業　用
貨　物　用

自　家　用

三輪のもの

③関東運輸局
　東京運輸支局

二輪のもの（排気量１２６cc以上２５０cc以下）

二輪の小型自動車（排気量２５１cc以上）

電話　０４９９６－２－１１２１　内線２２１東京都八丈島八丈町大賀郷２３４５番地１①八丈町税務課税務係

電話　０３－３４７２－１５６１東京都港区港南３－３－７②軽自動車検査協会東京主管事務

電話　０５０－５５４０－２０３０東京都品川区東大井１－１２－１７③関東運輸局東京運輸支局
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環境だより

■問い合わせ■　住民課環境係　内線２３３・２３４

ゴミの正しい分別と出し方
　集積所の近隣の方々は、生ゴミからの水分などによる悪

臭の発生や、カラスや猫による生ゴミの散乱により、不快

な思いをされています。生ゴミの出し方には注意し、魚な

どは新聞紙などで包んで出しましょう。また、コンポスト

（たい肥化容器）を利用するなど、ゴミの減量化にもご協

力ください。

　また、先日ペットボトルや金属類、ビンが混入した、記

名の無い燃えるゴミの袋が、集積所で確認されました。

　今後集積所において、無記名、

分別されていないゴミ袋について

は、町職員が分別状況の確認や指

導を目的に、中身のチェックを行

います。ご理解、ご協力をお願い

します。

夏こそ清潔に！
　快適な夏を過ごすため、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、普段は掃除しきれない所も掃除し

て、清潔な環境づくりを心がけましょう！

資源ゴミの分別
　４月からスタートした資源ゴミの回収で、分別

が正しくない出し方が見られます。

　資源のリサイクルは、まずみなさんの正しい分

別から始まります。ご協力をお願いします。

ポイ捨てはしない！
　ポイ捨ては、八丈島の環境美

化に反する行為です。投棄され

た空き缶などのゴミは、清掃活

動などの際、草刈機に接触して

飛び、作業する方が怪我をする恐れがあります。

　悪質なポイ捨て（不法投棄）は、警察と連携を

とり、投棄した人を特定し、投棄したゴミの片付

けや罰則（１,０００万円以下の罰金もしくは５年以

下の懲役または両方）が科されます。

�シリーズ・ワンポイント「管理型最終処分場」�

第第第第第第第第第第第第第第第８８８８８８８８８８８８８８８回回回回回回回回回回回回回回回 管管管管管管管管管管管管管管管理理理理理理理理理理理理理理理型型型型型型型型型型型型型型型最最最最最最最最最最最最最最最終終終終終終終終終終終終終終終処処処処処処処処処処処処処処処分分分分分分分分分分分分分分分場場場場場場場場場場場場場場場をををををををををををををををよよよよよよよよよよよよよよよりりりりりりりりりりりりりりり長長長長長長長長長長長長長長長くくくくくくくくくくくくくくく使使使使使使使使使使使使使使使用用用用用用用用用用用用用用用しししししししししししししししててててててててててててててていいいいいいいいいいいいいいいくくくくくくくくくくくくくくくたたたたたたたたたたたたたたためめめめめめめめめめめめめめめににににににににににににににに

　大島一般廃棄物管理型最終処分場が、平成１８年５月の供用開始から平成２１年６月までで伊豆諸島の８町村から

受け入れた埋立廃棄物（焼却灰）の総量は、３,９２６ｔになりました。そのうち、八丈島から大島に送った量は、

１,４００ｔ（総量の３５.７％）です。

　八丈町では４月から資源ゴミの収集を開始しました。このように燃えるゴミの量を減らすことで、発生する焼

却灰や、その運搬費用の削減に努めています。そして８町村の共同で整備する管理型最終処分場（大島・八丈島

（平成２３年供用開始予定））の延命化を図るためにも、整備計画に基づき、焼却灰の減量に取り組んでいきます。

　八丈町では、これからも皆さんとともに家庭から排出される「燃えるゴミ」を減らしていくための施策を行っ

てまいります。ご理解とご協力をお願いします。

分別の正しくない資源ゴミ（例）

・ビニールに入ったままの雑誌

・ダンボールの間に古着を挟んだもの

・資源ゴミ以外のゴミが混入したもの 放置自動車
　明らかに使用できない自動車の

放置が見られます。

　放置自動車は、景観を損ね、観

光客から見た八丈島のイメージも

悪くします。すみやかに引取事業

者（自動車修理工場など）へ引き

渡してください。

　火葬場をご利用の際は…
　火葬場への道路は、道幅が狭くなっています。通行の際

はご注意ください。
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図図図図図図図図図図図図図図図図図図図図図図図図図図書書書書書書書書書書書書書書書書書書書書書書書書書書館館館館館館館館館館館館館館館館館館館館館館館館館館かかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかららららららららららららららららららららららららららののののののののののののののののののののののののののおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおお知知知知知知知知知知知知知知知知知知知知知知知知知知ららららららららららららららららららららららららららせせせせせせせせせせせせせせせせせせせせせせせせせせ
●カウンターから　職場体験がありました
　７月６日（月）～８日（水）まで、富士中学校の生徒さ
ん２名が図書館の仕事を体験しました。普段は館内整理日
に行っているビデオケースの修理作業をお願いしました。
２人とも図書館の常連さんですが、「図書館にはこんな作
業もあるんだ」と驚いていました。

●新着図書ピックアップ
『人はなぜ恐怖するのか？』　五味弘文／著　
『梅干しの絵本つくってあそぼう』　こしみずまさみ／著
　＊八丈町ホームページにも新着図書情報があります＊

■問い合わせ■　教育課生涯学習係　電話　２－０７９７

うす 繭 の中ささやきを返しくる　　平畑静塔
まゆ

　４回目の脱皮を終えたカイコは、繭ごもりに備えてし

ばらくは旺盛な食欲を発揮しますが、突然食べることを

止めまてしまいす。よく見ると体が少し透き通ってき

て、桑の葉の重なりなどに糸を吐いています。この時を

のがさずカイコが繭を作りやすいようにマブシに移す

と、しきりに首を振りながら自分自身を包むように糸を

吐き出し、ついにはまったく姿を隠してしまいます。カ

イコの懸命な動作に見入っていると、かさかさという音

がカイコからのメッセージに聞こえてくるというのでし

ょう。

　心理臨床家だった河合隼雄さんは、子どもたちのひき

こもりや不登校の状態を繭にこもったサナギにたとえて

います。昆虫がサナギの時期を経なければ成虫になれな

いように、人間にも「こもる」時期が必要で、それを思

春期から青年期に様々なかたちで経験するというので

す。多くの子どもは、親も気づかない程度でこの時期を

乗り越えていくが、なかにはひきこもりとか不登校とし

て現れることがあると。

　このとき、まわりの大人が取るべき態度は「待つ」こ

と。「こもる」ことが、次の段階に進むために必要な時

間であることを理解し、尊重して見守ることの大切さを

河合さんは強調します。勝手に出てくるだろうと放って

しまうのではなく、また、イライラしてつっつきまわす

のでもなく、「干渉はしないが、放っておくのではない」

という接し方が重要で、原因探しや悪者捜しになっては

いけないともいいます。「希望を失わずに待つ」しかな

く、それは繭にこもったサナギからのメッセージを受け

止めるように忍耐を要することですが、それがこどもと

大人の変化を促すことになるのです。

　 （教育相談員　伊藤　宏）

教育相談室より サナギの時間

　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　　E-mail　soudanhachijo@ybb.ne.jp

教育委員会だより ほか

教育委員会だより ■問い合わせ■　教育課庶務係　電話２－０７９７

●今月のおはなし会
　日時：８日（土）　午後２時～３時
　場所：こどものほんのへや

●休館日
毎週月曜日・２８日（金）※館内整理日

●開館時間
午前９時３０分～午後５時

八丈島民大学講座　開催　～夏季特別講座～　８月１６日（日）午後７時３０分～９時

■問い合わせ■　八丈島民大学講座実行委員会事務局　電話　７－０４６１

テーマ：八丈島流人梅辻規清の思想　

講　師：末永恵子先生　

　　　　福島県立医科大学講師（思想史）

会　場：七島信用組合２階ホール

主　催：八丈島民大学講座実行委員会・福島県立医科大学

後　援：八丈町教育委員会・南海タイムス社

協　賛：七島信用組合

※申し込みは必要ありません。当日会場までお越しください。
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母子保健 ほか

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　　※健診の対象者には個別通知します

　３～４か月乳児健康診査……１８日（火）　午後１時１５分～１時４５分　受付
　　�対象…平成２１年３月２４日～平成２１年５月１８日生まれの乳児

　１歳６か月児健康診査………２５日（火）　午後１時１５分～１時４５分　受付
　　�対象…平成１９年１２月１７日～平成２０年２月２５日生まれの幼児

　２歳児歯科健康診査…………４日（火）　午前９時１５分～１０時　受付
　　�対象…平成１９年４月１７日～平成１９年８月４日生まれの幼児

こども心理相談　（要電話予約）　会場：保健福祉センター

　８月２５日（火）　午前９時～午後４時
　８月２６日（水）　午前９時～午後２時
　　�対象…１歳６か月以上の未就学児

　言葉が遅い・落ち着きがない・身体の動きがぎこちない・癖が気になるなど、心配なことがありま

したら、専門の心理相談員が相談に応じます。

すくすく相談　（要電話予約）　会場：保健福祉センター

　８月６日（木）　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。

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）
　

�就学前のお子様の身体測定　１７日（月）～２１日（金）
※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

町立保育園 代替職員登録受付
　登録した方の中から、臨時でお願いすることになります。

■職　　種■　臨時保育士　及び　臨時調理員

■必要書類■　履歴書（町指定の様式）

　履歴書は八丈町ホームページ（http://www.town.hachijo.tokyo.jp）

からダウンロードするか、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

証をお持ち下さい。

■申し込み・問い合わせ■　住民課厚生係　内線２３１

�交流ひろばの催し 　毎週水曜日　午前１０時２０分～
親子で楽しめる催しを企画しています。

ぜひお越しください！

　８月５日　製作　シャワー作り
　　　１２日　パネルシアター
　　　１９日　わらべうた
　　　２６日　製作・壁面装飾「ぶどう作り」

�そのほか催し
　８月１１日（火）　絵本＆紙芝居
　　　　　　　　……午前１０時２０分～
　　　２８日（金）　ほのぼの健康相談
　　　　　　　　……午前１０時～１１時３０分

�　

８月１２日（水）・２６日（水）
午後２時３０分～３時（予約制）
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

予約制予防接種
（麻しん風しん混合・二種混合・三種混合）
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『『『『『『『『『『『『『『『『『『『『『『『『『『『『『『『八八八八八八八八八八八八八八八八八八八八八八八八八八八八八八八丈丈丈丈丈丈丈丈丈丈丈丈丈丈丈丈丈丈丈丈丈丈丈丈丈丈丈丈丈丈丈町町町町町町町町町町町町町町町町町町町町町町町町町町町町町町町放放放放放放放放放放放放放放放放放放放放放放放放放放放放放放放課課課課課課課課課課課課課課課課課課課課課課課課課課課課課課課後後後後後後後後後後後後後後後後後後後後後後後後後後後後後後後子子子子子子子子子子子子子子子子子子子子子子子子子子子子子子子どどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどもももももももももももももももももももももももももももももももプププププププププププププププププププププププププププププププララララララララララララララララララララララララララララララランンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンン』』』』』』』』』』』』』』』』』』』』』』』』』』』』』』』スススススススススススススススススススススススススススススススタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタターーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーートトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトト！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！
～子どもたちの安全で健やかな居場所づくりへ～

 

　八丈町では、９月１日より三根小、大賀郷小の２校で「放課後子ども教室」と「学童クラブ」の
二つの事業を合わせた「八丈町放課後子どもプラン」を実施します。

放課後子ども教室とは…？
　放課後の校舎内の空き教室と校庭を開

放し、子ども達が安心して自由に過ごせ

る居場所づくりを行います。さらに、地

域の方々にご協力をいただき、子どもた

ちとの様々なスポーツや文化活動などを

行うことで、地域住民との交流を図りま

す。

学童クラブとは…？
　保護者が就労などのため、放課後に家

庭で保護・育成にあたることのできない

世帯の小学校児童に、健全な遊びや生活

の場を提供します。

　どちらの事業も町で雇用する安全管理

員を配置することで、子どもに安全・安心な遊びを提供します。

●問い合わせ●　教育課生涯学習係　�２－０７９７

放課後子どもプラン

おおおおおおおおおおおおおおおおお 知知知知知知知知知知知知知知知知知 ららららららららららららららららら せせせせせせせせせせせせせせせせせ 掲掲掲掲掲掲掲掲掲掲掲掲掲掲掲掲掲 示示示示示示示示示示示示示示示示示 板板板板板板板板板板板板板板板板板

活動内容
　　昔遊びやものづくり、スポーツなどのプ

ログラムを実施していただきます。

活動日時　毎週水曜日（午後１時～午後４
時）「学習アドバイザーの日」として申し込

まれた方が順番にプログラムを実施します。

　　日程やプログラムの詳細は、教育委員会

と相談のうえ決定します。また、条件によ

っては、ご登録いただいたプログラムを実

施できない場合があります。

謝礼（時給）　８４０円

応募資格　
　　子ども達に昔の遊びや、ものづくり、文

化・芸術・スポーツの分野の指導を行って

いただける方。※年齢による制限や、免許

や資格などの要件はありません。

応募方法　
　　教育課生涯学習係にある放課後子どもプ

ラン学習アドバイザー登録書（八丈町ホー

ムページ（http://www.hachijo.tokyo.jp）

からもダウンロードできます）に記入し、

提出してください。

学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学習習習習習習習習習習習習習習習習習習習習習習習習習習習習習習習習習習習習習習習習習アアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドバババババババババババババババババババババババババババババババババババババババババイイイイイイイイイイイイイイイイイイイイイイイイイイイイイイイイイイイイイイイイイザザザザザザザザザザザザザザザザザザザザザザザザザザザザザザザザザザザザザザザザザーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー募募募募募募募募募募募募募募募募募募募募募募募募募募募募募募募募募募募募募募募募募集集集集集集集集集集集集集集集集集集集集集集集集集集集集集集集集集集集集集集集集集
　八丈町放課後子どもプランでは、子どもに昔遊びやものづくり、スポーツ等のプログラムを

指導してくださる「学習アドバイザー」を募集しています。子ども達が放課後をより楽しく有

意義に過ごすために、あなたの趣味や特技を生かしてみませんか。

■ 八丈町放課後子どもプラン概要
※実施日、実施時間は学校行事等により変更する場合があります。

放課後子どもプラン 　　機能
内容　　 学童クラブ放課後子ども教室

八丈町在住で保護者の就労
等により、放課後の保護・育
成にあたれない家庭の児童

放課後子ども教室を
実施する小学校の全
児童

対　象

土曜・日曜・祝日・休日及び年末年始
（１２月２９日～１月３日）を除き通年実施

実施日

町立三根小学校、町立大賀郷小学校施　設

放課後子ども教室終了後
（学校休業日は午後１時）

～午後６時

夏季：
～午後４時３０分まで
冬季：
～午後４時まで

時　間
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医療証現況届

●乳●子 医医医医医医医医医医医医医医医医医医医医医医医医医医医医医医医療療療療療療療療療療療療療療療療療療療療療療療療療療療療療療療証証証証証証証証証証証証証証証証証証証証証証証証証証証証証証証 現現現現現現現現現現現現現現現現現現現現現現現現現現現現現現現況況況況況況況況況況況況況況況況況況況況況況況況況況況況況況況届届届届届届届届届届届届届届届届届届届届届届届届届届届届届届届受受受受受受受受受受受受受受受受受受受受受受受受受受受受受受受付付付付付付付付付付付付付付付付付付付付付付付付付付付付付付付
 

　現在発行している乳幼児医療証及び義務教育就学児医療証は、９月３０日（水）で期限が切れます。

引き続き交付を希望される方は、現況届を提出してください。所得額などを確認のうえ、対象とな

る場合は新しい医療証を交付します。（現況届の提出が遅れると、１０月からの交付ができませんので

お早めに提出してください。）

   なお、既に各医療証の対象となっている方に

は、７月下旬に現況届を郵送します。また、新

規申請により制度の対象となる方には、医療証

を発行します。

●問い合わせ●　住民課厚生係　内線２３２

●申請できる方
　右記の「対象となる方」を養育している方

●現況届・申請受付場所
　住民課厚生係及び各出張所

●申請に必要なもの
①医療証交付申請書兼現況届
　（申請受付場所にあります）
②対象児童の健康保険証
　（対象児童が複数いる場合は、そのすべて
の児童の保険証を持参してください）

③平成２１年１月１日現在八丈町に住所を有さな
い方は、平成２１年度所得証明書を前住地の区
市町村役場より取り寄せてください。八丈町
公簿で確認できる場合は省略できます。
④申請者（保護者）が厚生年金などの加入者
である場合は、申請者の健康保険証

⑤印鑑

●現況届の受付期間
　８月３日（月）～９月１１日（金）

●助成制度の概要
　医療機関に健康保険証と合わせて医療証を提
示することによって、医療費のうちの自己負担
額分を町が助成します。入院時の食事療養標準
負担額、及び保険が適用されない医療費（差額
ベッド代や個室料など）は助成しません。

●対象となる方
乳幼児医療費助成制度
…義務教育就学前までの乳幼児
（６歳に達する日以後の最初の３月３１日
までの間にある乳幼児）

義務教育就学児医療費助成制度
…６歳に達する日の翌日以後の最初の４月
１日から１５歳に達する日以後の最初の３
月３１日までの間にある児童

両制度共通
…八丈町の区域内に住所を有し、各種医療保険加入者

●対象とならない方
①申請者（保護者）の前年の所得（１月から
９月までは前々年）が扶養親族等の数に応
じて、別表の制限額を超えている方

②生活保護を受けている方
③児童福祉施設に「措置」により入所している方
④児童福祉法に規定する里親に委託されている方

（単位：万円）別表
被用者等

（厚生年金等加入者）
自営業者等 

（国民年金加入者)
扶養親族等の数

５３２.０４６０.００人
５７０.０４９８.０１人
６０８.０５３６.０２人
６４６.０５７４.０３人
６８４.０６１２.０４人
７２２.０６５０.０５人

注１）所得税法に規定する老人控除対象配偶者
または、老人扶養親族がある者についての限
度額は、左記の額に当該老人控除対象配偶者、
または老人扶養親族１人につき６万円を加算
した額。

注２）扶養親族等の数が６人以上の場合の限度
額は、１人につき３８万円（扶養親族等が老人
控除対象配偶者又は老人扶養親族であるとき
は４４万円）を加算した額。
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お知らせ掲示板（つづき）

活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活力力力力力力力力力力力力力力力力力力力力力力力力力力力力力力力ににににににににににににににににににににににににににににににに満満満満満満満満満満満満満満満満満満満満満満満満満満満満満満満ちちちちちちちちちちちちちちちちちちちちちちちちちちちちちちちたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたまままままままままままままままままままままままままままままままちちちちちちちちちちちちちちちちちちちちちちちちちちちちちちちづづづづづづづづづづづづづづづづづづづづづづづづづづづづづづづくくくくくくくくくくくくくくくくくくくくくくくくくくくくくくくりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりををををををををををををををををををををををををををををををを目目目目目目目目目目目目目目目目目目目目目目目目目目目目目目目指指指指指指指指指指指指指指指指指指指指指指指指指指指指指指指しししししししししししししししししししししししししししししししててててててててててててててててててててててててててててててて
～新委員による八丈町総合開発審議会がスタート！～
 

　６月１８日(木)、八丈町役場会議室において

新委員による第１回会議が行われました。

　会議では、議題に沿って会長に岡野広輝

氏、会長職務代理者に菊池泰彦氏が選任さ

れた後、浅沼道徳町長から岡野広輝会長へ

「八丈町基本構想について」が諮問されまし

た。諮問内容では、八丈町基本構想（平成

２３年～３２年）の策定について、平成２２年１

月２９日までに答申を求めています。

　これを受けて、総合開発審議会では、専

門事項を審議するため、各５～６名の構成

による

○都市基盤部会 

○生活・文化部会 

○産業部会

　を設置し、今後の具体的な施策や事項な

ど、策定のための作業を行なっていくこと

を決めました。

ごごごごごごごごごごごごごごごごごごごごご確確確確確確確確確確確確確確確確確確確確確認認認認認認認認認認認認認認認認認認認認認くくくくくくくくくくくくくくくくくくくくくだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだださささささささささささささささささささささいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいい！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！ 定定定定定定定定定定定定定定定定定定定定定額額額額額額額額額額額額額額額額額額額額額給給給給給給給給給給給給給給給給給給給給給付付付付付付付付付付付付付付付付付付付付付金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金ののののののののののののののののののののの申申申申申申申申申申申申申申申申申申申申申請請請請請請請請請請請請請請請請請請請請請期期期期期期期期期期期期期期期期期期期期期限限限限限限限限限限限限限限限限限限限限限
 

　定額給付金の申請開始から３か月が経過し、約９割の方の給付が終了しましたが、まだ３００件余

りの方が申請されていません。申請されていない方は、町役場企画財政課及び各出張所にて手続き

をお願いします。また申請書を紛失してしまったときや、届いていない場合はご連絡ください。

■申請期限 平成２１年１０月１３日（火） ●問い合わせ●　企画財政課企画情報係 内線３０１

総合開発審議会／定額給付金

会　　長　　岡　野　広　輝
職務代理者　　菊　池　泰　彦
委　　員　　小　澤　一　美
委　　員　　奥　山　幸　子
委　　員　　長戸路　義　郎
委　　員　　佐々木　　　治

委　　員　　菊　池　睦　男
委　　員　　奥　山　妙　子
委　　員　　奥　山　裕　司
委　　員　　土　屋　　　博
委　　員　　斉　藤　清　隆
委　　員　　奥　山　節　子

委　　員　　伊勢崎　光　重
委　　員　　磯　崎　光　宏
委　　員　　佐　藤　好　友
委　　員　　山　下　ミヤ子
委　　員　　佐々木　光　貴
委　　員　　小宮山　　　建

八丈町総合開発審議会委員（敬称略）

八丈町総合開発審議会とは…？
　八丈町総合開発審議会条例に基づき、町

の基本構想及び総合開発計画の策定、なら

びに都市計画行政の円滑な運営を図るため

に設置されています。

　基本構想では、町の将来及び目標達成の

ための基本的方向を明らかにし、総合的・

計画的な行政運営を図るとともに、町民生

活の将来の希望と努力目標を示しています。

また、総合開発審議会は町長の諮問に応じ、

①町の基本構想の策定に関すること

②町の総合開発計画の策定に関すること

③町が定める都市計画に関すること

④都市計画について町が提出する意見に関すること

⑤その他町長が①～④に関して必要と認め

る事項に関すること

について審議または答申することとなって

います。委員は町議会議員５人、学識経験

者１３人の計１８人をもって構成されています。
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女性のがん検診／心身障害者医療費助成制度／温泉井戸掘削工事

ふふふふふふふふふふふふふふふふふふふふふふふふふふふふふふふふふふふふふふふふふ れれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれ あああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああ いいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいい ののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののの 湯湯湯湯湯湯湯湯湯湯湯湯湯湯湯湯湯湯湯湯湯湯湯湯湯湯湯湯湯湯湯湯湯湯湯湯湯湯湯湯湯 温温温温温温温温温温温温温温温温温温温温温温温温温温温温温温温温温温温温温温温温温 泉泉泉泉泉泉泉泉泉泉泉泉泉泉泉泉泉泉泉泉泉泉泉泉泉泉泉泉泉泉泉泉泉泉泉泉泉泉泉泉泉 井井井井井井井井井井井井井井井井井井井井井井井井井井井井井井井井井井井井井井井井井 戸戸戸戸戸戸戸戸戸戸戸戸戸戸戸戸戸戸戸戸戸戸戸戸戸戸戸戸戸戸戸戸戸戸戸戸戸戸戸戸戸 掘掘掘掘掘掘掘掘掘掘掘掘掘掘掘掘掘掘掘掘掘掘掘掘掘掘掘掘掘掘掘掘掘掘掘掘掘掘掘掘掘 削削削削削削削削削削削削削削削削削削削削削削削削削削削削削削削削削削削削削削削削削 工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工 事事事事事事事事事事事事事事事事事事事事事事事事事事事事事事事事事事事事事事事事事 ををををををををををををををををををををををををををををををををををををををををを 行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行 いいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいい ままままままままままままままままままままままままままままままままままままままままま すすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすす
 
　ふれあいの湯温泉井戸更新のため、新たな温泉井戸を掘削する工
事を行います。工事期間中作業は、安全スペースとして右記のとお
りフェンスを設置します。ご不便をおかけしますが、ご協力お願い
します。

○工事期間　８月２０日ごろ～１０月下旬
●問い合わせ●　健康課保健係　�２－５５７０

女女女女女女女女女女女女女女女女女女女女女女女女女女女女女女女女女女女女女女女女女女女女女女女女女女女女女女女女女女女女女女女 性性性性性性性性性性性性性性性性性性性性性性性性性性性性性性性性性性性性性性性性性性性性性性性性性性性性性性性性性性性性性性性 ののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののの ががががががががががががががががががががががががががががががががががががががががががががががががががががががががががががががが んんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんん 検検検検検検検検検検検検検検検検検検検検検検検検検検検検検検検検検検検検検検検検検検検検検検検検検検検検検検検検検検検検検検検 診診診診診診診診診診診診診診診診診診診診診診診診診診診診診診診診診診診診診診診診診診診診診診診診診診診診診診診診診診診診診診診
 

９月７日（月）～９月１１日（金）　午後１時～２時（予約制）

予約方法　８月３１日（月）～９月４日（金）の午後２時～４時に、健康課保健係に電話で申し込みを
してください。

検診を受ける　・予約時間の１時間前までに町立八丈病院外来にお越しください。
際のお願い　・検診を受けやすい服装（スカートや前開きのブラウスなど）でお越しください。

●申し込み・問い合わせ●　健康課保健係　�２－５５７０

子宮がん
　医師による頸がんの検査と体がんの検査を
行います（体がんの検査は、予約受付時に聞
き取りのうえ、危険要因のある方にお勧めし
ます）。
�対象年齢
２０歳以上（生年月日が平成２年４月１日以
前）の、今年偶数年齢（年齢の末尾が
０，２，４，６，８）になる方

乳がん　医師による視診と触診を行います。
�対象年齢
　４０歳以上（生年月日が昭和４５年４月１日以
前）の、今年偶数年齢（年齢の末尾が
０，２，４，６，８）になる方
※今年度から乳がんの視触診を受診した方は
１０月７日から９日に実施予定のマンモグラ
フィー検診が受けられます。詳細は乳がん
検診の会場で説明します。

周囲はフェンス
で覆われます。

掘削地点

立入
禁止
区域

ふれあい

の湯

教職員住宅方面

ポンプ室

タンク

水

入
口
ス
ロ
ー
プ

更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更 新新新新新新新新新新新新新新新新新新新新新新新新新新新新新新新新新新新新新新新新新 時時時時時時時時時時時時時時時時時時時時時時時時時時時時時時時時時時時時時時時時時 期期期期期期期期期期期期期期期期期期期期期期期期期期期期期期期期期期期期期期期期期 ででででででででででででででででででででででででででででででででででででででででで すすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすす ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○障障障障障障障障障障障 受受受受受受受受受受受受受受受受受受受受受受受受受受受受受受受受受受受受受受受受受 給給給給給給給給給給給給給給給給給給給給給給給給給給給給給給給給給給給給給給給給給 者者者者者者者者者者者者者者者者者者者者者者者者者者者者者者者者者者者者者者者者者 証証証証証証証証証証証証証証証証証証証証証証証証証証証証証証証証証証証証証証証証証
 

●問い合わせ●　健康課保健係　�２－５５７０

　心身障害者医療費助成制度（マル障）とは
　心身障害者の保健の向上及び福祉の増進を
図ることを目的とし、医療費の一部を助成す
る制度です。

　現在○ 障 受給者証をお持ちの方は、今月末で有
効期限が満了となります。更新となる方には、
新しい受給者証を８月下旬までに送付します。
新たに対象となる方には、随時受給者証を送付
しています。

対象となる方
（以下に当てはまる、所得制限額（☆）以下の方）
①身体障害者手帳１級・２級
（心臓・じん臓・呼吸器・ぼうこう・直腸・小
腸・ヒト免疫不全ウィルスによる免疫機能障
害の方については３級も含む）

②愛の手帳１度・２度
※６５歳以上になって初めて①、②に該当するこ
とになった方などは、対象になりません。

☆所得制限額については、健康課保健係にお問
い合わせください
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お知らせ掲示板（つづき）

��������������������� 平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平成成成成成成成成成成成成成成成成成成成成成２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年成成成成成成成成成成成成成成成成成成成成成人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人祝祝祝祝祝祝祝祝祝祝祝祝祝祝祝祝祝祝祝祝祝賀賀賀賀賀賀賀賀賀賀賀賀賀賀賀賀賀賀賀賀賀式式式式式式式式式式式式式式式式式式式式式のののののののののののののののののののののごごごごごごごごごごごごごごごごごごごごご案案案案案案案案案案案案案案案案案案案案案内内内内内内内内内内内内内内内内内内内内内 ���������������������

　平成２２年成人祝賀式を次のとおり行います。
日　時　　平成２２年１月５日（火）
受　付　　午前９時４５分
開　式　　午前１０時３０分
会　場　　八丈町立三根小学校体育館
対象者　　平成元年４月２日
　　　　　～平成２年４月１日生まれ

●問い合わせ・連絡先●　教育課生涯学習係　電話２－０７９７　FAX２－３８５９
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　E-mail：kyoiku@town.hachijo.tokyo.jp

出張自動車運転免許試験／戸籍電算化がはじまります！／平成２２年成人祝賀式

出出出出出出出出出出出出出出出出出出出出出張張張張張張張張張張張張張張張張張張張張張自自自自自自自自自自自自自自自自自自自自自動動動動動動動動動動動動動動動動動動動動動車車車車車車車車車車車車車車車車車車車車車運運運運運運運運運運運運運運運運運運運運運転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転免免免免免免免免免免免免免免免免免免免免免許許許許許許許許許許許許許許許許許許許許許試試試試試試試試試試試試試試試試試試試試試験験験験験験験験験験験験験験験験験験験験験のののののののののののののののののののののおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおお知知知知知知知知知知知知知知知知知知知知知らららららららららららららららららららららせせせせせせせせせせせせせせせせせせせせせ
出張自動車運転免許試験を、１０月から１１月ごろにかけて実施する予定です。

 

●問い合わせ●　八丈島警察署交通係　�２－０１１０（内線４１１２～３）

取得免許種別　普通・大型特殊の各免許
免許取得の条件　普通・大型特殊とも、
　　　　　　　　９月３０日付で１８歳以上の方

　受験を希望される方は、次のとおり申請をし
てください。
受付日時　８月２２日（土）～２３日（日）
　　　　　午前９時～午後４時
　　　　　※この日時以外は受付できません。
　
受付場所　八丈島警察署

必要なもの
①住民票（本籍記載のもの）　１通　　
②証明写真（縦３cm、横２.４cm　無背景）
　普通免許は４枚、大型特殊は２枚
③現在取得している免許証（仮免許含む）
④過去に免許取消処分を受けた方は、
　取消処分者講習修了証（有効期間１年）
　※住民票をお持ちでない方は受付できません。
その他
①八丈島、青ヶ島に住民登録のある方に限ります。
②視力検査を行うので、必ず本人が来てください。

シリーズ 戸戸籍籍電電算算化化ががははじじままりりまますす！！
第三回　戸籍電算化を行うと、こんなにスピードアップ！　
　今までの事務処理は、出生届や婚姻届などを受け付けてから、すべて手作業で行っていたため、

事務処理を完了するまでに一週間程度かかっていましたが、戸籍の電算化を行うと、翌日には処理

を完了することが可能になります。

　死亡届出については、火葬許可証発行までに１時間３０分程度かかっていましたが、電算化後には、

１０分程度となります。

　戸籍関係証明書の発行についても、同様に処理時間が短縮されます。申請方法は、今までどおり

窓口で申請に来られる方の本人確認を行いますので、写真付きの本人確認書類をお持ちください。

　このような処理時間のスピードアップにより、サービスの向上に努めます。

●問い合わせ●　住民課住民係　内線２３７

　次の方へ９月上旬に案内状を送付します。

①八丈町に住民登録している方

②現在は島外に住民登録をしていて、過去５年以内に八

丈町に住民登録していた方
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ファミサポ説明会／町長上京日記６月／水道メーター

島内生鮮食料品等小売価格調べ
平成２１年６月調べ（単位：円）

ファミリー・サポート・センター
利用会員登録説明会 開催

 

※ファミリー・サポート・センターの詳細については、住民課厚生係、子ども家庭支援センターに
用意してあるパンフレットをご覧ください。

●問い合わせ●　・住民課厚生係　内線２３２　・子ども家庭支援センター　�２－４３００

　ファミリー・サポート・センターの利用を希
望する方に、利用会員登録説明会を開催しま
す。利用を希望する方はお申し込みください。
　ファミリー・サポート・センターは、八丈町
に在住、在勤、在学している、概ね生後６か
月～１０歳未満のお子さまをお持ちの方で、『利
用会員登録説明会』に参加し、趣旨をご理解
いただいた方が利用できます。

■日　時　８月２７日（木）午後２時～
■場　所　町役場２階　第一会議室

（当日はお子さまの健康保険証、及
びお子さまのかかりつけ病院の診
察券をお持ちください）

■説明会参加申込
　　　　　８月１７日（月）までに、子ども家庭
支援センターに電話で申し込んでください。

○ANA８２２便にて上京
○ＨＡＴ(株)定時株主総会
○ANA８２９便にて帰島

１５日○ANA８２２便にて上京
○東京海区漁業調整委員会
○東京都訪問

４日町長上京日記
　　６月

ごごごごごごごごごごごごごごごごごごごごご協協協協協協協協協協協協協協協協協協協協協力力力力力力力力力力力力力力力力力力力力力くくくくくくくくくくくくくくくくくくくくくだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだださささささささささささささささささささささいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいい

水水水水水水水水水水水水水水水水水水水水水道道道道道道道道道道道道道道道道道道道道道メメメメメメメメメメメメメメメメメメメメメーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーータタタタタタタタタタタタタタタタタタタタターーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーののののののののののののののののののののの交交交交交交交交交交交交交交交交交交交交交換換換換換換換換換換換換換換換換換換換換換作作作作作作作作作作作作作作作作作作作作作業業業業業業業業業業業業業業業業業業業業業
 

　水道メーターは、計量法によって検定満期
（８年）ごとの交換が義務付けられています。
　町では、検定満期までに水道メーターの交
換を無料で行います。
　交換作業は８月から１２月の間で、町が委託
した安井水道工事店が伺い、実施します。皆
さんのご理解、ご協力をお願いします。

�メーター交換の際は１５分くらい水を止め
させていただきます。（事前にお声掛け
します）

�お留守でもメーターが屋外にある場合は、
交換作業を行なう場合があります。

　（作業終了のメモを入れさせていただき
ます）

�交換後は水を少し流してからお使いくだ
さい。

●問い合わせ●　企業課水道係　内線３１５
●問い合わせ● 安井水道工事店　�２－３８４７

前回調査
平均価格
（税込価格）

平均価格
（税込価格）

最高価格
（税込価格）

最低価格
（税込価格）規　　　格

　　区分

品目　　
２６０ ０ ０ ０ １個島内産キャベツ

（中） ２８４ ２３９ ３５０ １５０ １個島外産
０ １４３ ２１０ １５０ １袋島内産

じゃがいも
２０２ ２８６ ３８０ ２１８ １袋島外産
１８４ １７１ ２１０ １２６ １袋たまねぎ
２４７ １４８ ３００ １５０ １袋島内産

きゅうり
０ １４７ １８６ １１８ １袋島外産

２０４ １９９ ３００ ９８ １本大　　根
１３４ ２３８ ３５０ １８０ １束あしたば
６５３ ８９０ ８９０ ８９０ 国産カルビー

１００ｇ牛　　肉
２９０ ２９８ ２９８ ２９８ 外国
１９２ １９７ ２２８ １７８ 国産肩ロース

１００ｇ豚　　肉
１５０ １５３ １７８ １２８ 外国
１３３ １４７ １７３ １１８ 国産モモ肉

１００ｇ鶏　　肉
１２５ １０８ １２８ ８８ 外国
３８５ ３３４ ３７０ ２３０ 地卵

（Ｍ）１０個鶏　　卵
２２４ １３８ １３８ １３８ 白
３８８ ３８３ ３８５ ３８０ 地卵

（Ｌ）１０個鶏　　卵
２２４ １９１ ２１８ １３８ 白
５６６ ５７６ ８５０ ２９８ 赤身刺身用

１００ｇま　ぐ　ろ
８０５ ６２４ ８５０ ３９８ 中とろ
４８８ ５２６ ７３０ ３５０ パック入り

１㎏み　　そ
３５９ ３９８ ６３０ ２４８ ポリ袋入り
３２１ ３４８ ４０５ １９８ ボトル入り１Cしょうゆ
３,４１５ ３,１０８ ３,８００ ２,６８０ こしひかり

米
２,４１３ ２,４８０ ２,６８０ ２,４００ あきたこまち
２２５ ２４１ ３１５ １６８ 上白糖ポリ袋入１㎏砂　　糖
６４４ ５８２ ７３８ ４２８ ボトル入り１.５㎏サラダ油

２４９ ２６７ ３６０ ２０８ パック入り１C
乳脂肪分３．０％以上牛　　乳

２,１８８ ２,１５３ ２,２６８ １,９８０ 配達料込１８C灯　　油
１７６ １７６ １８６ １６６ 現金レギュラー

１Cガソリン
１７７ １７９ １８６ １７６ 掛売

○交換作業実施の際に
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お知らせ掲示板（つづき）

地域振興に係る補助事業／公社人材育成事業／観光ポスターデザインコンテスト

伊伊伊伊伊伊伊伊伊伊伊伊伊伊伊伊伊伊伊伊伊豆豆豆豆豆豆豆豆豆豆豆豆豆豆豆豆豆豆豆豆豆諸諸諸諸諸諸諸諸諸諸諸諸諸諸諸諸諸諸諸諸諸島島島島島島島島島島島島島島島島島島島島島／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小笠笠笠笠笠笠笠笠笠笠笠笠笠笠笠笠笠笠笠笠笠原原原原原原原原原原原原原原原原原原原原原諸諸諸諸諸諸諸諸諸諸諸諸諸諸諸諸諸諸諸諸諸島島島島島島島島島島島島島島島島島島島島島 観観観観観観観観観観観観観観観観観観観観観光光光光光光光光光光光光光光光光光光光光光ポポポポポポポポポポポポポポポポポポポポポスススススススススススススススススススススタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタターーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーデデデデデデデデデデデデデデデデデデデデデザザザザザザザザザザザザザザザザザザザザザイイイイイイイイイイイイイイイイイイイイインンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンコココココココココココココココココココココンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテススススススススススススススススススススストトトトトトトトトトトトトトトトトトトトト
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募 集 期 間
平成２１年８月３日（月）～９月１５日（火）

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ふさわしい計画

を持つグループ・団体

事 業 の 期 間
事業開始時期から平成２２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、９月１５日（火）までに企

画財政課へお持ちください。

※交付要綱は企画財政課で配布します。

●問い合わせ●
・企画財政課企画情報係　内線３０５

・財団法人東京都島しょ振興公社　

　電話　０３－５４７２－６５４６
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　東京都島しょ振興公社では、島しょでの事業に

従事しているスタッフや、島に貢献しているボラ

ンティア団体のメンバーなどの技術や知識などを

向上させ、島を担う人材育成を目的とした計画を

募集し、応募者と協同で事業を実施します。

●問い合わせ●　財団法人東京都島しょ振興公社業務課　� ０３－５４７２－６５４６

募 集 期 間
８月３日（月）～９月３０日（水）

※詳細は、役場に備え付けの募集案内をご
覧ください

応募期間：
８月１日（土）～１０月２０日（火）　必着

募集作品のテーマ：
伊豆諸島・小笠原諸島のどちらかを選択し、

下記の３つのテーマから伊豆諸島・小笠原諸

島の魅力を表現してください。

テーマ　①自然　②夏　③癒し

応募方法
応募作品（Ａ４判縦型でプリントアウトした

もの２枚、データ記録したCD１枚）と応募

用紙を右記応募先に郵送してください。

主　　催：
財団法人東京都島しょ振興公社

応募及び問い合わせ： 
「東京愛らんど」広報宣伝事務局　

〒１５０－００２１　東京都渋谷区恵比寿西２-１７- ６ 

代官山ウエスト１階　電話　０３-５７２８-８２４７

　このほか、応募規定や作品の取り扱いなどに
ついて決まりがあります。詳しくは企画財政課
で配布しているチラシ、HPをご確認ください。
東京都島しょ振興公社ホームページ
〈http：//www.islands-net.met ro.tokyo.jp〉
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募集期間：８月１日（土）～２０日（木）必着
応募方法：往復はがきに講座名、住所、氏名、年齢、電話番号、性別を記入してください。

（住基カードによる電子申請可）定員を超えた場合は抽選となります。
応 募 先：〒１００－１４０１　東京都八丈島八丈町大賀郷３０２０番地　八丈高等学校　公開講座

■問い合わせ■　八丈高校　公開講座担当　電話　０４９９６－２－１１８１

八高・公開講座／八高定時制・天体観測／ヘゴまつり／乙千代ケ浜プール

八
丈
高
校　
公
開
講
座　
開
催

『趣味の園芸講座』
～草花・ラン・花木などの育て方と実習～

日時：１０月３日、１０日、１７日、２４日、
　　　１２月５日（すべて土曜日）
　　　午後２時～５時

場所：八高　農業基礎実習室

定員：２０人

費用：受講料　１,５００円（事前納付）
　　　材料費　　５００円

『ホームパーティーはこれだ！』

～簡単に作れる自慢の一品！　生地を冷凍して
いつでも手軽にアレンジできるコツを学ぼう～

日時：１０月１０日（土）、１１日（日）、
　　　１２日（月・祝日）　
　　　午後１時～４時（１０日は５時まで）
場所：八高　調理室
定員：１６名
費用：受講料　１,０００円（事前納付）
　　　材料費　１,５００円

★

★ ★
★

★

★

★ ★
★

八八八八八八八八八八八八八八八八八八八八八八八八八八八八八八八八八八八八八八八八八八八八八八八八八八八八八八八八八八八八八八高高高高高高高高高高高高高高高高高高高高高高高高高高高高高高高高高高高高高高高高高高高高高高高高高高高高高高高高高高高高高高定定定定定定定定定定定定定定定定定定定定定定定定定定定定定定定定定定定定定定定定定定定定定定定定定定定定定定定定定定定定定定時時時時時時時時時時時時時時時時時時時時時時時時時時時時時時時時時時時時時時時時時時時時時時時時時時時時時時時時時時時時時時制制制制制制制制制制制制制制制制制制制制制制制制制制制制制制制制制制制制制制制制制制制制制制制制制制制制制制制制制制制制制制 天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天体体体体体体体体体体体体体体体体体体体体体体体体体体体体体体体体体体体体体体体体体体体体体体体体体体体体体体体体体体体体体体観観観観観観観観観観観観観観観観観観観観観観観観観観観観観観観観観観観観観観観観観観観観観観観観観観観観観観観観観観観観観観測測測測測測測測測測測測測測測測測測測測測測測測測測測測測測測測測測測測測測測測測測測測測測測測測測測測測測測測測測測測測測教教教教教教教教教教教教教教教教教教教教教教教教教教教教教教教教教教教教教教教教教教教教教教教教教教教教教教教教教教教教教教室室室室室室室室室室室室室室室室室室室室室室室室室室室室室室室室室室室室室室室室室室室室室室室室室室室室室室室室室室室室室室八高定時制　天体観測教室 夏の思い出に、夏の星座や木星、
　　　　星雲、星団の観察をしてみませんか。

■問い合わせ■　八丈高校定時制　宇佐（平日　午後２時～８時）　電話　０４９９６－２－１１８１

★日　時★８月１７日（月）～２３日（日）
　　　　　午後７時～９時（曇天・雨天等中止）
★対　象★小学生以上（未成年は保護者同伴）

★申　込★メールで、氏名、年齢、参加希望日、人数を
連絡してください。

★E-mail★hoshizora@hachijo-h.metro.tokyo.jp

ヘヘゴゴままつつりり開開催催
～ヘゴの北限地　八丈島～

　
８月２２日（土）　えこ・あぐりまーと
　
■プログラム■ 正午～午後４時　　
　�八丈太鼓（飛び入り歓迎）※正午～午後１時
　�家庭菜園・ハーブ園教室　　
　　（先着１５名に野菜の苗プレゼント）
　�花遊び教室
　�ヘゴの森めぐり
　※観光客の皆さんには「ヘゴのコースター」をプレゼント！
■問い合わせ■
えこ・あぐりまーと　電話　０４９９６－７－１８０８

樫樫立立 乙乙千千代代ケケ浜浜ププーールルかかららのの
おお知知ららせせ

　
期　間：８月３１日（月）まで
時　間：幼児・小学生・中学生…午後１時～４時
　　　　一般（高校生以上）……午後４時～５時

※ただし、８月１０日（月）～１５日（土）は、午前
１０時～午後４時までとなり、全日、一般の方も
利用できます。

　
■問い合わせ■
樫立自治会事務局（樫立出張所内）電話　７－０００３
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浜遊び／花火大会

●抽選券付き乗り物券●　１回：５００円
プレジャーボート・マリンジェット・モンスターチューブ・
バナナボート・体験ダイビングなど、いろいろ体験しよう！

●参加者募集●
　チビッコ日焼け大会・真っ白け大会・海女さん大会・スイカ品評会
　（参加希望の方は実行委員会までご連絡ください）
　
　※マリンジェットやプレジャーボートなどの乗り物は、
　　８月９日（日）まで行います。（料金などは実行委員会まで）
　
■協　賛■　八丈町・八丈島観光協会・八丈島漁業協同組合・
　　　　　　東京島しょ農業協同組合八丈島支店・全日空・東海汽船　ほか

■問い合わせ■　八丈島浜あそび実行委員会　電話：２－０１１１

参加しませんか？（つづき）

第第13回 八丈島浜遊び八丈島浜遊び第13回 八丈島浜遊び八丈島浜遊び ８月２日（日）　午前１０時～午後４時
神湊漁港・軍艦堤防

★
★

★★
★

★
★

★

場所：底土海岸

八丈島納涼花火大会プログラム八丈島納涼花火大会プログラム八丈島納涼花火大会プログラム八丈島納涼花火大会プログラム八丈島納涼花火大会プログラム八丈島納涼花火大会プログラム八丈島納涼花火大会プログラム

赤ちゃんハイハイレース　参加者募集中！

　前夜祭に行う、赤ちゃんハイハイレースでは、
おおよそ１歳未満のハイハイをしている赤ちゃん
を募集しています。
　参加希望の保護者の方は、下記の受付までご連
絡ください。

　　●受付●　沖山　電　話…２－４０６０
　　　　　　　　　　ＦＡＸ…２－１６８２

■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　

８月１０日（月）前夜祭 １７８月１０日（月）前夜祭　１７：：００開場００開場
　��金魚すくい金魚すくい
　��八丈太鼓八丈太鼓
　��赤ちゃんハイハイレース赤ちゃんハイハイレース
　��お遊戯（保育園児）お遊戯（保育園児）
　��kirakira Misa（歌）kirakira Misa（歌）
　��島焼酎利き酒大会島焼酎利き酒大会
　��アンダラーテ（バンド）アンダラーテ（バンド）
　��千葉 勝（歌）千葉　勝（歌）
　��アダルト・ライフル（バンド）アダルト・ライフル（バンド）

８月１１日（火）大会当日 １６８月１１日（火）大会当日　１６：：３０開場３０開場
　　　　��金魚すくい金魚すくい
　　　　��島っ子太鼓島っ子太鼓
　　　　��すみれ（歌）すみれ（歌）
　　　　��ユーリット（ダンス）ユーリット（ダンス）
　　　　��月曜会（太鼓）月曜会（太鼓）
　　　　��連合婦人会踊り連合婦人会踊り
　　　　��Angel.Dragon.withじゅんいち（ダンス）Angel.Dragon.withじゅんいち（ダンス）
　　　　��カカ・パ・フラ・オ・・パ・フラ・オ・カウルレアアカウルレアア（（フラ）フラ）
　　　　��八丈ゆたか（歌）八丈ゆたか（歌）
　　　　��コウリマ・ナニエ（フラ）コウリマ・ナニエ（フラ）
　　　　��美希かおり（歌）美希かおり（歌）

２０２０：：２０２０ 花火打上げ　花火打上げ

※プログラムは、天候などにより変更する場合があります。
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おじゃれ１１万人 ほか

観光　おじゃれ１１万人 ■問い合わせ■　産業観光課観光商工係　内線２６７・２６８

主
な
行
事
予
定

主
な
行
事
予
定

２日（日）神湊漁港・軍艦堤防 ……八丈島浜遊び
�
８月

２日（日）八丈高校視聴覚ホール …八丈島サマーコンサート
１１日（火）底土海岸 …………………八丈島納涼花火大会
１３日（木）～１５日（土）各地域 ……………………盆踊り
２２日（土）・２３日（日）汐間海岸 …………………タコスカップ（サーフィン大会）
２４日（月）神湊港 ……………………ふじ丸寄航

１日（火）～１２月３１日（木）島内一円 …………………八丈島宝探し
�
９月

１１月まで（金・土・日・祭）神湊港 ……………………海遊魚まつり
１２日（土）～１４日（月）底土野営場 ………………ユニバーサルキャンプ

機種羽田着大島着/発八丈島発便名機種八丈島着大島着/発羽田発便名
Ａ３２０９：５０→９：０５８２２Ａ３２０８：３５→７：４５８２１
Ｂ７３５１３：３５１２：３５/１３：０５１１：５５８５０（８４４）Ｂ７３５１１：１５→１０：２５８２３
Ｂ７３５１６：４５→１５：５５８２６Ｂ７３５１５：１０１４：００/１４：３５１３：２５８４３（８４９）
Ａ３２０１８：００→１７：１０８３０Ａ３２０１６：４０→１５：５０８２９

【ANA】 ■電話：０１２０－０２９－２２２（無料） 　　※携帯電話の場合　電話：０５７０－０２９－２２２（有料）

乗継特割（羽田＝大島＝八丈島）特　割往復割引（片道）普通運賃
  １２,７００ 円  １２,５００ 円  １２,７００ 円  ２０,９００ 円羽田＝八丈島
──  １２,４００ 円  １２,６００ 円  １８,９００ 円大島＝八丈島

�８月の航路ダイヤ�
【東海汽船】　■電話■　２－１２１１
三宅島・御蔵島経由　東京竹芝─八丈島
「かめりあ丸」・「さるびあ丸」

〈東京竹芝発　２２：２０〉　〈八丈島発　１０：００〉

【東京愛らんどシャトル】
空席状況アドレス（東邦航空ホームページ）
http://www.tohoair.co.jp/business/dummyindex２.htm
詳しくは　東邦航空予約センター　■電話■　２－５２２２

■問い合わせ■　電話２－５２００

ANA八丈島便　運航ダイヤ変更について
　ANA八丈島便は、１０月１日（木）より大島～八丈島線が休止となります。それに伴い運航ダイヤも次のように変更となる予定です。

機　種羽田着八丈島発便　名機　種八丈島着羽田発便　名
A３２０９：５０９：０５８２２便A３２０８：３５７：４５８２１便
B７３７１４：１５１３：２５８２６便B７３７１２：２０１１：３０８２３便
A３２０１８：００１７：１０８３０便A３２０１６：４０１５：５０８２９便

　来島者数・観光客数推計

前年比
観光客（推計）合　　　計海　　　路空　　　　路

２０年度２１年度２０年度２１年度２０年度２１年度２０年度２１年度
－１６.７％５,９９１４,９９１８,６６５７,２１９７８４６２６７,８８１６,５９３４月
１３.６％８,４２８９,５７４８,８２６１０,０２６１,５５６１,７１２７,２７０８,３１４５月
－１１.５％５,６１３４,９６７７,４２５６,５７１８７８９６１６,５４７５,６１０６月

－２.５％２０,０３２１９,５３２２４,９１６２３,８１６３,２１８３,２９９２１,６９８２０,５１７計

＊空路には、チャーター便が含まれています。

～おもてなしの心を伝えたい～ 欠航待機者対策クーポン名称募集
　八丈島観光振興実行委員会では、欠航時対
策の一環として、欠航待機者の方向けのクー
ポンの作成、配布を予定しています。
　当委員会では、このクーポンの名称を募集
します。八丈島の「おもてなし」の心が伝わ
るような、素敵な名称をお待ちしています。

応募方法：町役場、観光協会、各出張所にある応募用紙に記入し、提出してください。
応募締切：８月１４日（金）
記入内容：（必須）クーポン名称・名称の由来・理由
　　　　　（任意）氏名・年齢・住所・電話番号
■問い合わせ■　産業観光課観光商工係　内線２６７・２６８
※名称は応募作品を参考に実行委員会で決定します。



土金木水火月日
１

８

おはなし会
八丈町立図書館
１４:００～１５:００

７６

すくすく相談
�  ９:３０～１１:３０保福

５４

２歳児歯科健康診査
�  ９:１５～１０:００受付保福

３

図書館休館日
コミュニティセンター休館日

２

八丈島浜遊び
神湊漁港・軍艦堤防
１０:００～１６:００

八丈島サマーコンサート
八高視聴覚ホール

１５１４１３１２１１

八丈島納涼花火大会
底土海岸

１０

図書館休館日
コミュニティセンター休館日

９

２２

タコスカップ
（サーフィン大会）
汐間海岸

２１２０１９１８

３～４か月乳児
健康診査

�  １３:１５～１３:４５受付保福

１７

図書館休館日
コミュニティセンター休館日

１６

２９２８２７２６

こども心理相談
�  ９:００～１４:００保福

２５

１歳６か月児健康診査
�  １３:１５～１３:４５受付

こども心理相談
�  ９:００～１６:００

保福

保福

２４

図書館休館日
コミュニティセンター休館日

２３
タコスカップ
汐間海岸

３１

図書館休館日
コミュニティセンター休館日

女性のがん検診
予約開始（～９/４）

３０

衆議院議員選挙
投票…７:００～２０:００
開票…２１:００～

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

樫立・中之郷・末吉大　賀　郷三　　　根

温泉休業日

休　　業　　日

３日（月）、１０日（月）、１７日（月）、２４日（月）、３１日（月）ふれあいの湯

４日（火）、１１日（火）、１８日（火）、２５日（火）みはらしの湯

５日（水）、１９日（水）、２６日（水）ザ・ＢООＮ

６日（木）、２０日（木）、２７日（木）やすらぎの湯

８月のゴミ分別回収 燃　…燃えるゴミ　びん　…空きびん　資源　…資源ゴミ　古着…古着の回収　害　…有害ゴミ　金属　…金属ゴミ

SCHEDULE
2009 8　月

町 立 病 院
臨時診療日

（受付時間／８：００～１１：００）

上老

坂上老人
福 祉 館

保

保健所町 立
八丈病院

町病

八丈町保健
福祉センター

保福末

末 吉
公民館

三

三 根
公民館

大

大賀郷
公民館

樫

樫 立
公民館

中

中之郷
公民館

診療時間診　療　日

９：００～１７日（月）～２１日（金）耳鼻咽喉科

１３：３０～２１日（金）糖尿病教室
※初めて町立八丈病院にかかる方は、午前８時３０分からの受付になります。

土金木水火月日
１

８７

金属

６

燃・害

５４
資源
古着

３

燃・害

２

１５１４

金属

１３

燃・害

１２１１

資源

１０

燃・害

９

２２２１

金属

２０

燃・害
・びん

１９１８

資源

１７

燃・害

１６

２９２８

金属
２７

燃・害
２６２５

資源
２４

燃・害
２３

３１

燃・害
３０

土金木水火月日
１

８７

燃・害

６５
資源
古着

４

燃・害

３

金属

２

１５１４

燃・害

１３

びん

１２

資源

１１

燃・害

１０

金属

９

２２２１

燃・害

２０１９

資源

１８

燃・害

１７

金属

１６

２９２８

燃・害
２７２６

資源
２５

燃・害
２４

金属
２３

３１

金属
３０

土金木水火月日
１

８７

金属

６

燃・害

５
資源
古着

４３

燃・害

２

１５１４

金属

１３

燃・害

１２

資源

１１１０

燃・害

９

２２２１

金属

２０

燃・害
・びん

１９

資源

１８１７

燃・害

１６

２９２８

金属
２７

燃・害
２６

資源
２５２４

燃・害
２３

３１

燃・害
３０

八丈島ジュニアベースボールクラシック
富士野球場




