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各地域の人口・世帯数

目 次

人　口 8,369人 減 2人
　　男 4,218人 減 5人
　　女 4,151人 増 3人
世帯数 4,610世帯 減 2世帯

 世帯数 男 女 人口計
三　根 2,109 1,954 1,849 3,803
大賀郷 1,567 1,398 1,406 2,804
樫　立 305 285 280 565
中之郷 399 384 390 774
末　吉 230 197 226 423
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は　ち　じ　ょ　う

ミス八丈／八丈島夏まつり／八丈島浜遊び

平成２１年度ミス八丈島

 浅  沼 このみ　さん
あさ ぬま

一年間よろしくお願いします！

　７月２４日（金）八丈島夏まつり特設ステージで、平成２１年度ミ

ス八丈島の発表会が行われ、浅沼このみさんが紹介されました。

　浅沼さんは、現在八丈町立図書館に臨時職員として勤務して

います。趣味は映画鑑賞とテニス。

　８月９日（日）に行われた、客船ぱしふぃっくびいなす号の八

丈島寄港セレモニーにおける花束贈呈から、浅沼さんのミス八

丈島としての活動がスタートしました。とても緊張されている

様子でしたが、笑顔で初仕事を終えられました。

　一年間、八丈島のPR活動に島内外で活躍する浅沼さんを皆さ

んで応援していきましょう！

海を楽しもう　第１３回  八丈島浜遊び
　８月２日（日）神湊港軍艦堤防にて、第１３回八丈島浜遊びが開催さ

れました。

　バナナボートや、マリンジェットなど、いろいろな乗り物を楽しむ

こともできるこのイベントですが、今回の天候は無情にも雨。

　その中でも約１,１５０人の来場があり、抽選会や出店などの催しを楽

しんでいました。

夏の風物詩　第 ３ ７ 回  八丈島夏まつり
　７月２３日（木）～２５日（土）、商工会館通りにて第３７回八丈島夏まつり

が開催されました。

　今回はあいにくの天候となってしまいましたが、約１７,３００人が来場

し、出店やステージ、抽選会などを楽しみました。

　特設ステージ上では、子どもたちお待ちかねのヒーローショーや、

バンド演奏、踊りに太鼓、ゲストによるダンスや、お笑いライブなど

が行われました。
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ト　ピ　ッ　ク　ス
声は素敵な楽器　團伊玖磨記念 八丈島サマーコンサート
　８月２日（日）、八丈高校視聴覚ホールでは、團伊玖磨記念八丈島サマーコンサートが開催されました。今回

も二部構成で、一部は「子供のためのコンサート」として、二部には入れない小さな子どもたちも楽しんでい

ました。一部と二部合計で３６０人の方が来場しました。

　出演は国立音楽大学室内合唱団「カンマー・コール」の

皆さんで、馴染みやすい童謡から美しい歌曲まで披露して

いただきました。

　「夏の夜のコンサート」から数えて、今年で４０回目とな

った「サマコン」。美しい音楽に夏の暑さを忘れるひとと

きでした。

八丈島サマーコンサート／全国離島交流中学生野球大会／やまなし少年海洋道中／多摩・島しょ子ども体験塾

今年はスケートだ！サッカーだ！　多摩・島しょ子ども体験塾
　７月２４日（金）～２６日（日）、多摩・島しょ子

ども体験塾が実施され、島内の小学五年生２５

名が、東京都内でさまざまな体験をしました。

　内容は盛りだくさんで、スケート体験や、

プラネタリウム鑑賞、味の素スタジアムでの

サッカー観戦に、鉄道博物館などにも訪れま

した。

離島球児たちの「甲子園」

国土交通大臣杯　第２回全国離島交流中学生野球大会
　８月６日（木）～９日（日）、島根県隠岐の島町にて、第２回全国離島

交流中学生野球大会が開催され、八丈町からも１６名の選手による選抜

チームが参加しました。

　この「離島甲子園」には、北は北海道から南は鹿児島までの１６チー

ムが参加し、栄冠を争いました。八丈チームは残念ながら、２戦２敗

となってしまいましたが、他島との交流、往年の名選手たちの野球教

室などを体験しました。

自然の中でこそ得られる貴重な経験　やまなし少年海洋道中
　８月２日（日）～９日（日）、やまなし少年海洋道中が実施されました。

２２回目となる今回は、５０名の中学生が山梨県より来島されました。

　クルージングやスノーケリング、二日間での島一周踏破などのプロ

グラムはもちろん、食事の準備を自分たちで行うなど、自然に囲まれ

たキャンプでの集団生活を通して、参加した子どもたちも凛々しくな

ったように見えました。

スケート体験中の一枚。
　　みんなうまく滑れるかな？
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国民年金

お忘れなく!! 会社などを退職したときには国民年金の手続きを
　会社などを退職し、厚生年金保険や共済組合に加入しなくなった方は、年金手帳や基礎年金番号がわか

るものをお持ちのうえ、住民課国保年金係で国民年金加入の届出を行ってください。（同日をもって再就

職し、厚生年金保険や共済組合に加入する方を除きます。）

　なお、厚生年金保険や共済組合に加入している方の被扶養配偶者となる場合、国民年金第３号被保険者

となります。配偶者の勤務先を通じて社会保険事務所に加入手続きを行ってください。

免除となった保険料をさかのぼって納める 追納制度
　保険料の全額免除や一部免除の承認を受けた期間や若年者納付猶予、学生納付特例制度の承認を受けた

期間は、保険料の全額を納めた時と比べて、将来受け取れる年金額が少なくなります。

　これらの期間の保険料は、１０年前まで遡って納めることができる「追納制度」があります。追納をする

ことで、老後の年金額を増額することができます。

　ただし、保険料の免除や納付猶予、納付特例制度の承認を受けた期間の翌年度から起算して三年度目

以降に保険料を追納する場合、下の表のように、当時の保険料額に経過期間に応じた加算額が上乗せされ

ます。

　保険料の追納をする場合は、専用の納付書が必要となります。詳しくは港社会保険事務所へお問い合わ

せください。

「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。

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/

ねんきん定期便に関する問い合わせ
　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。

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

４分の１免除半額免除４分の３免除全額免除

―――１６,１９０円平成１１年度の月分

―――１５,５６０円平成１２年度の月分

―――１４,９６０円平成１３年度の月分

―７,２００円―１４,３９０円平成１４年度の月分

―７,０９０円―１４,１８０円平成１５年度の月分

―６,９９０円―１３,９８０円平成１６年度の月分

―７,０１０円―１４,０１０円平成１７年度の月分

３,５１０円７,０３０円１０,５５０円１４,０７０円平成１８年度の月分

免除の承認を受けた年度の保険料を平成２１年度に追納する場合の額

ねんきん定期便
専用ダイヤル
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被保険者証の更新
　国民健康保険被保険者証（以下「保険証」）は、１０月１日更新となります。新しい保険証は、９月下旬頃

に各世帯主あてに郵送します。

　もし、９月下旬頃から上京などの予定があり、郵送される保険証を受け取ることが出来ないという方

は、事前に住民課国保年金係にご連絡ください。

　　◆「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／税のお知らせ

保険証の有効期限について

●退職被保険者証をお持ちの平成２１年度中に６５歳を迎える方…

　有効期限が今年の誕生月の月末までとなり、代わりに平成２３年９月３０日有効期限の一般被保険者

証が郵送されます。

●平成２１年度中に７５歳を迎える方…

　後期高齢者医療制度に伴い、誕生日の前日が有効期限となり、代わりに後期高齢者被保険者証が

交付されます。※後期高齢者被保険者証は、広域連合より交付されます。

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　　　�３０日（水）　国民健康保険税（３期）
　 ～納期内納税にご協力お願いします～

納め忘れはありませんか？
　

　平成２１年度の町税については、右記の税目が納期を経過

しています。納期限後、一定期間が経過しても納付が無い

場合には督促状を発送しています。税は自主納付が原則で

あり、これまでにもいろいろな方法で自主納付を促して参

りましたが、残念なことにまだまだ納付率が低い状況で

す。納め忘れがないかもう一度ご確認ください。

　また、催告書が送付された後も納付されない場合は、差

押えなど（不動産・預貯金・給料）の強制処分となること

もありますので、納付したか確認できないとき、すぐに納

付できないときなどは、税務係へご相談ください。

納　　期税　　目
（税金の種類）

１期～２期町 都 民 税

１期～２期固 定 資 産 税

全期軽 自 動 車 税

１期～２期国民健康保険税

納期の過ぎている町税（平成２１年度）
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環境だより

■問い合わせ■　住民課環境係　内線２３３・２３４

●ヤンバルトサカヤスデ対策
　本格的なヤスデの移動時期（９月頃から２月頃まで）を迎えます。

　まずは家屋の周りの落ち葉などを取り除き、水はけ・日当たりを良くしたり、家屋の基礎（コンクリートなど）

に表面のツルツルした素材のテープを貼るなど、ヤスデの侵入を防ぐ環境づくりを試みてください。

　また、家屋侵入防止対策用として薬剤（コイレット）を来年３月まで配付します。自然環境を考慮し乱用防止

のため、一世帯あたり一月に一袋（３㎏入り）を四か月分（四袋）とします。

　大賀郷地域にお住まいの方は、住民課環境係、他の地域にお住まいの方は各出張所にて申し込み、引換券をお

受け取りください。

●一般廃棄物処理手数料
　今月は、お店などの事業者に納めていただく、一般廃棄物処理手数料（清掃手数料）の前期の納期限です。

　清掃手数料をまだ納めてない事業者は、すみやかに納付してください。

�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９９９９９９９９９９９９９９９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 へへへへへへへへへへへへへへへ ののののののののののののののの 搬搬搬搬搬搬搬搬搬搬搬搬搬搬搬 入入入入入入入入入入入入入入入 ルルルルルルルルルルルルルルル 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

　八丈町クリーンセンターからの埋立廃棄物は、八丈町クリーンセンターから「都道２１６号倉の坂・空港線」を底

土方面へ向かい、「倉の坂」「出廻」「東畑」の交差点を経て、登龍道路を通り管理型最終処分場へ至るルートです。

　また、他島から搬入される埋立廃棄物については、八重根港及び底土港から運搬されますが、八重根港から

は、「都道２１６号倉の坂・空港線」を通るルート、底土港からは「東畑」の交差点を経て管理型最終処分場へ至る

ルートとなります。

●浄化槽の法定検査（浄化槽法第１１条）を受けましょう
　浄化槽を使用される方には、浄化槽が正しく機能するための３つの義務（保守点検・清掃・法定検査）が、浄

化槽法にて定められています。

保守点検 年に数回、機器類の点検や消毒薬
の確認などを行います。

清　　掃 定期的な浄化槽の清掃を行います。
　

法定検査 浄化槽が正常に機能しているか、
保守点検や清掃が適正に行われてい

るか、総合的に判断する検査で、年

に１回行います。

　浄化槽が正常に機能しないと、悪臭が発生したり、処理されない汚水が流れ出ることがありますので必ず受検

しましょう。また、点検・検査結果記録は３年間の保存が義務付けられています。

　浄化槽清掃作業経費の住民負担を軽減する措置制度（軽減証の発行）の申請時にも、検査の結果の記録の添付

が必要となります。申請書は清掃など作業を行う前に、必ず提出してください。　　

　なお、町税・水道料などの滞納者は軽減措置を受けることができません。くわしくは、住民課環境係までお問

い合わせください。

�
�
�
�
�
�
�

都知事の登録を受けた　島内業者　が行います。
申込、契約をしてください。

下記の都知事の　指定検査機関　が行います。
電話などで予約してください。
（社）東京都生活水環境システム協会検査センター

電話　０４８－５８９－８７８２

�
�
�
�
�
�
�
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規則正しい生活リズムを
　子どもたちが健やかに成長していくためには、適切な運動やバランス
のとれた食事、十分な休養と睡眠が大切です。成長期の子どもたちにと
っては、この「規則正しい生活リズム」（基本的な生活習慣）が最も重要
であり、乱れてしまうと【学習意欲の低下】や【気力・体力の低下】に
つながってしまいます。
　いよいよ新学期がスタートします。早寝・早起き・朝ご飯……「規則
正しい生活リズム」で学校生活がさらに充実するよう、ご家庭でのご協
力をお願いします。

教育委員会だより ほか

　「習う」という漢字は、ひな鳥が何度も羽をはばたい

て飛ぶ練習をする姿がもとになっています。このこと

は、生きるためにもっとも大切な能力は、教えられたと

おりにくり返し練習してこそ身につくという学習のプロ

セスを示していますが、わが子に夢を託す親としては、

たくさんのことを教え込もうとして、上手くいかないと

きつい言葉を浴びせかけ、また時にはきびしさをたたき

込む「愛のムチ」と称し、暴力をふるってしまうことが

あります。

　育ちの過程で、いつも否定的な言葉をぶつけられ、認

められほめられる経験がなかったり、いつも親の暴力に

おびえながら過ごしていると、どんなに親が熱い期待を

もって臨もうと、子どもの心にはただ深い傷が残るばか

りです。虐待というと、悪意に満ちた暴力を想像しがち

ですが、子どもの心を傷つける言葉や子どもの存在を無

視するネグレクト、食事や医療を与えないなどの育児放

棄も、子どもの心身の発達を妨げる点で、暴力的な虐待

と変わりありません。

　親が自分の「しつけ方」の問題点に気づかない場合も

ありますが、親自身がわが子への虐待に気づき、悩んで

いることがあります。自分のストレスが子どもに向かっ

てしまうことに苦しみながら、分かってもらえず、さら

に落ち込んでしまうのです。

　小鳥は、親鳥の飛ぶ姿を手本とし、くり返しまねるこ

とで自由に空を飛ぶ力を身につけていきます。おとなの

できることは、手本を示して子どもを巣立ちへと導くこ

と。おとなの示す手本が、人を傷つける言葉や暴力であ

っては、子どもたちは救われません。

　 （教育相談員　伊藤　宏）

教育相談室より 「ならう」ということ

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　「アルバイト登録を受け付けています」
　登録した方の中から、臨時でお願いすることになります。
■業務内容■ カウンター業務、資料登録・装備など
 （パソコンに慣れている方が望ましいです。

図書館業務の経験は問いません）
■必要書類■ 履歴書（町指定の様式）
 教育課生涯学習係で受け取るか、八丈町ホー

ムページ（http://www.town.hachijo.tokyo.jp）からダウンロードしてください。

●今月のおはなし会……日時：１２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・２２日（火）国民の休日・２３日（水）秋分の日・３０日（水）※館内整理日
●開館時間………………午前９時３０分～午後５時

■問い合わせ■　教育課生涯学習係　電話　２－０７９７

教育委員会だより ■問い合わせ■　教育課庶務係　電話２－０７９７

　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

９月の学校行事
�始業式 １日（火）
  全小・中学校
�体育祭 １３日（日）
  三原中学校
�運動会 ２０日（日）
  大賀郷中学校

●新着図書ピックアップ
『終の住処』磯崎憲一郎／著　
『農産物直売所』勝本吉伸／著
『マグロをそだてる』江川多喜雄／著
『みさき』沢田としき／著
 ＊八丈町ホームページにも新着図書情報があります＊



● INFORMATION 広報はちじょう

8

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

　１歳児歯科健康診査……９日（水）　午前９時１５分～１０時　受付
　　�対象…平成２０年６月４日～平成２０年９月９日生まれの幼児

　３歳児健康診査…………２９日（火）　午後１時１５分～２時　受付
　　�対象…平成１８年７月２２日～平成１８年９月２９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

　９月２９日（火）　午前９時～午後４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

　９月１５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。

こどものおやつ教室　（要電話予約）　会場：保健福祉センター

　９月８日（火）　午前９時３０分～１１時
テーマ：「皮から水餃子を作ろう！」　　定員：親子１０組程度　　対象：未就学児と保護者

受付締切：９月４日（金）　　持ち物：母子手帳・三角巾・エプロン

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

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　１４日（月）～１８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

�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！
　９月２日　親子遊び
　　　９日　映画上映
　　　１６日　製作・壁面装飾「みのむし」
　　　３０日　世代間交流

�そのほか催し
　９月１５日（火）絵本＆紙芝居　午前１０時２０分
　　　２９日（火）ほのぼの健康相談
　　　　　　　　午前１０時～１１時３０分

�　
９月９日（水）・３０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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農業委員会選挙

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

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 町町町町町町町町町町町町町町町 農農農農農農農農農農農農農農農 業業業業業業業業業業業業業業業 委委委委委委委委委委委委委委委 員員員員員員員員員員員員員員員 会会会会会会会会会会会会会会会 委委委委委委委委委委委委委委委 員員員員員員員員員員員員員員員 選選選選選選選選選選選選選選選 挙挙挙挙挙挙挙挙挙挙挙挙挙挙挙
 

　平成２１年９月３０日の任期満了による八丈町農業委員会委員選挙の日程が次のとおり決まりました。

■告示日（立候補届出の日時・場所）■ …… ９月１０日（木）

■投票日・開票日■ ……………………… ９月１５日（火）

立候補予定者説明会を行います
　選挙に先立ち、説明会を行います。立候補を予定している方（代理人も可）はご出席ください。なお立候

補資格要件は、八丈町農業委員会選挙人名簿に登録されている方となります。

■日時■　９月２日　（水）午後１時３０分　　　■場所■　八丈町役場大会議室

立候補届出の日時・場所　
  告 示 日 ９月１０日（木）　午前８時３０分～午後５時　町役場大会議室
  投票日・投票時間 ９月１５日（火）　午前７時～午後５時
  投票区・投票所 三　根…三根公民館　　　大賀郷…大賀郷公民館　　樫　立…樫立公民館

   中之郷…中之郷公民館　　末　吉…末吉公民館

●問い合わせ●　八丈町選挙管理委員会　内線２１５

投票できる方　 
　平成２１年３月３１日確定の八丈町農業委員会選挙人

名簿に登録されている方です。

　農業委員会委員選挙は、八丈町の農業振興を推進

していくうえで大切な選挙です。有権者の方は積極

的に投票しましょう。

 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。

　■期　　間■　９月１１日（金）～１４日（月）
　■受付場所■　町役場総務課カウンター

　■時　　間■　午前８時３０分～午後８時

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市区町村選挙管理委

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のか

●不在者投票できる期間
９月１１日（金）～１４日（月）

※時間は滞在先の市区町村選挙管理委員会の執務時

間中となりますのでご注意ください。

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農業委員会選挙人名簿

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。
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東京都シルバーパス／東京都都営交通無料乗車券

東東東東東東東東東東東東東東東東東東東東東東東東東東東東東東東東東東東東東東東東東 京京京京京京京京京京京京京京京京京京京京京京京京京京京京京京京京京京京京京京京京京 都都都都都都都都都都都都都都都都都都都都都都都都都都都都都都都都都都都都都都都都都 シシシシシシシシシシシシシシシシシシシシシシシシシシシシシシシシシシシシシシシシシ ルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルル 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 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 パパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパ 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スススススススススス 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 手手手手手手手手手手手手手手手手手手手手手手手手手手手手手手手手手手手手手手手手手 続続続続続続続続続続続続続続続続続続続続続続続続続続続続続続続続続続続続続続続続続 ききききききききききききききききききききききききききききききききききききききききき 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 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
 

●問い合わせ●　企業課運輸係　内線３２１

東京都シルバーパスとは…
　満７０歳以上の都民の方に申し込みにより発行

され、町営バス、都バス、都営地下鉄、都電、

都内民営バスが利用できるようになります。

９月中に更新手続をお願いします
　有効期限が平成２１年９月３０日までパスをお持

ちの方は、９月中に更新をお済ませください。

※新規の方は１０月１日からの申し込みとなります。

現在シルバーパスをお持ちの方
　更新申込書が郵送されます。更新を希望され

る方は、所定の受付窓口に申し込んでください。

※なお、今年度の更新手続は、昨年と同様に税制

改正に伴う経過処置がとられます。詳しくは折

込チラシをご覧ください

東東東東東東東東東東東東東東東東東東東東東東東東東東東東東東東東東東東東東東東東東京京京京京京京京京京京京京京京京京京京京京京京京京京京京京京京京京京京京京京京京京都都都都都都都都都都都都都都都都都都都都都都都都都都都都都都都都都都都都都都都都都 都都都都都都都都都都都都都都都都都都都都都都都都都都都都都都都都都都都都都都都都都営営営営営営営営営営営営営営営営営営営営営営営営営営営営営営営営営営営営営営営営営交交交交交交交交交交交交交交交交交交交交交交交交交交交交交交交交交交交交交交交交交通通通通通通通通通通通通通通通通通通通通通通通通通通通通通通通通通通通通通通通通通無無無無無無無無無無無無無無無無無無無無無無無無無無無無無無無無無無無無無無無無無料料料料料料料料料料料料料料料料料料料料料料料料料料料料料料料料料料料料料料料料料乗乗乗乗乗乗乗乗乗乗乗乗乗乗乗乗乗乗乗乗乗乗乗乗乗乗乗乗乗乗乗乗乗乗乗乗乗乗乗乗乗車車車車車車車車車車車車車車車車車車車車車車車車車車車車車車車車車車車車車車車車車券券券券券券券券券券券券券券券券券券券券券券券券券券券券券券券券券券券券券券券券券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ごごごごごごごごごごごごごごごごごごごご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内内内内内内内内内内内内内内内内内内内内ととととととととととととととととととととととととととととととととととととととととと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せせせせせせせせせせせせせせせ
 

　東京都内に居住し、次の要件に該当する方に東京都 都営交通無料乗車券を発行しています。
　※この券は、町営バスでは利用できません。

　

①身体障害者…身体障害者手帳の交付を受けている方で障害の程度が１～６級に該当する方

②知的障害者…療育手帳（愛の手帳）の交付を受けている方

③戦 傷 病 者…戦傷病者手帳の交付を受けている方で、特別項症～第６項症及び第１款症～

第５款症に該当する方

④原爆被爆者…被爆者健康手帳の交付を受けている方で厚生労働大臣の認定を受けた方及び健

康管理手当の支給を受けている方

※ただし、①～④の対象者のうち、東京都シルバーパスをお持ちの方には発行されません。

更新手続きをお願いします　対象：平成２１年９月３０日が通用期限の無料乗車券をお持ちの方

更新に必要なもの

○申請書(保健福祉センターにあります)

○各種手帳

○平成２１年９月３０日が通用期限の無料乗車券

○厚生労働大臣の認定証又は健康管理手当証書

　（原爆被爆者の方のみ）

●問い合わせ●　健康課保健係　�２－５５７０

※通用期間中の無料乗車券をお持ちの方は

引き続き使用できます。紛失などによる再

発行も、一度に限り行います。

発行対象者【Ａ券（通用期間３年）】

お知らせ掲示板（つづき）

利用できる交通機関
�都電　　�都バス　　�都営地下鉄
�東京都日暮里・舎人ライナー
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八丈町優待乗車券／女性のがん検診／７月の主な会議

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老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人優優優優優優優優優優優優優優優優優優優優優優優優優優優優優優優待待待待待待待待待待待待待待待待待待待待待待待待待待待待待待待乗乗乗乗乗乗乗乗乗乗乗乗乗乗乗乗乗乗乗乗乗乗乗乗乗乗乗乗乗乗乗車車車車車車車車車車車車車車車車車車車車車車車車車車車車車車車券券券券券券券券券券券券券券券券券券券券券券券券券券券券券券券 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 手手手手手手手手手手手手手手手手手手手手手手手手手手手手手手手 続続続続続続続続続続続続続続続続続続続続続続続続続続続続続続続 ききききききききききききききききききききききききききききききき 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 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 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 だだだだだだだだだだ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いいいいいいいいいい
 
　現在ご利用の八丈町老人優待乗車券が、１０月１日で更新となります。なお、更新の手続きは９月
１６日（水）からできます。６５歳から６９歳までの方が対象となり、次の負担金をいただきます。

交付窓口　各出張所（大賀郷地域の
方は保健福祉センター）

●問い合わせ●　健康課高齢福祉係　�２－５５７０

①平成２１年度市区町村民税が
　非課税の方  １,０００円
②平成２１年度市区町村民税が
　課税の方 ２０,５１０円
③平成２１年度市区町村民税が
課税で、前年の合計所得金額
が１２５万円以下(税制改正の
経過措置対象)の方 １,０００円

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
 

�予約受付　８月３１日（月）～９月４日（金）　午後２時～４時
健康課保健係に電話で申し込みをしてください。

�検　診　日　９月７日（月）～９月１１日（金）（予約制）　
町立八丈病院　外来待合室（予約時間の１時間前までにお越しください）

※検診対象、内容などについては、広報はちじょう８月号をご覧ください。

●申し込み・問い合わせ●　健康課保健係　�２－５５７０

更新に必要なもの
①住所、氏名、生年月日が明記された
　本人を確認できる書類（保険証、免許証など）
②平成２１年９月３０日まで有効の老人優待乗車券
③発行に必要な費用
④印鑑
⑤［費用１,０００円の方のみ］：
　平成２１年度市区町村民税が非課税であること、または前
年度の合計所得金額が１２５万円以下であることを確認で
きる書類（介護保険料納入（決定）通知書、または市区

町村民税非課税証明書など）

�
７
月
の
主
な
会
議
�

議　　題　　等会　議　名日

汚泥再生処理センター建設に係る入札参加形態等
について　ほか

庁議１日

給水停止事務手続について　ほか課長連絡会議１０日

一般旅客自動車運送事業の検討一般旅客自動車運送事業検討特別委員会１４日

八丈町新庁舎建設について　八丈町議会議員全員協議会１４日

臨時代理処分事項の報告及び承認について　ほか平成２１年度八丈町教育委員会第４回定例会１４日

八丈町新庁舎建設について　ほか課長連絡会議２１日

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（利用権貸借）　ほか

八丈町農業委員会第４回総会２７日
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お知らせ掲示板（つづき）

聞聞いいててたたももううれれ！！島島言言葉葉 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ホホホホホホホホホホホホホホホホホホホホホホホホホホホホホホホ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ムムムムムムムムムムムムムムムムムムムムムムムムムムムムムムムペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペ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ジジジジジジジジジジジジジジジジジジジジジジジジジジジジジジジ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方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方言言言言言言言言言言言言言言言言言言言言言言言言言言言言言言言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配配配配配配配配配配配配配配配配配配配配配配配配配配配配配配配信信信信信信信信信信信信信信信信信信信信信信信信信信信信信信信
 

この言葉わかりますか？「でえーじげ　めならべ」…八丈方言で「美しい娘さん」という意味です

●八丈方言特設ページアドレス● http://www.town.hachijo.tokyo.jp/kakuka/kyouiku/hachijo_hogen/index.html

●問い合わせ● 教育課生涯学習係　�２－０７９７

活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活用用用用用用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しししししし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！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！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２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年度度度度度度度度度度度度度度度度度度度度度宝宝宝宝宝宝宝宝宝宝宝宝宝宝宝宝宝宝宝宝宝くくくくくくくくくくくくくくくくくくくくくじじじじじじじじじじじじじじじじじじじじじ助助助助助助助助助助助助助助助助助助助助助成成成成成成成成成成成成成成成成成成成成成備備備備備備備備備備備備備備備備備備備備備品品品品品品品品品品品品品品品品品品品品品
 

　（財）自治総合センターから宝

くじの助成を受け、次の備品を

購入しました。

○集会用テント　○音響セット

　町民の皆さんの文化、体育活

動・レクリエーションなどに活

用していきます。

●問い合わせ●　教育課生涯学習係 �２－０７９７

八丈方言／南原スポーツ公園／宝くじ助成備品

　先日、「八丈島の方言が消滅の危機にある」

と新聞記事で大きく取り上げられました。

　UNESCO（国連教育科学文化機関）が、世界

の言語の中で、「話さなくなった言葉・使われな

くなった言葉」を調査したところ、日本では８

つの言語が消滅の危機にあり、その一つが八丈

島の言葉（八丈方言）だったのです。

　そこで八丈町教育委員会では、この危機的状

況のなか、島の言葉により関心を持っていただ

くため、八丈町ホームページで、八丈方言の音

声を配信開始しました。

　かなり古い音源によるものなので、聞き取り

づらい部分もございますが、まずは聞いてみて

昔にタイムスリップしたような気分を楽しんで

みてください。

芝芝芝芝芝芝芝芝芝芝芝芝芝芝芝芝芝芝芝芝芝生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生ががががががががががががががががががががが泣泣泣泣泣泣泣泣泣泣泣泣泣泣泣泣泣泣泣泣泣いいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいてててててて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すすすすすすすすすすすすすすすすすすすすす ～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～南南南南南南南南南南南南南南南南南南南南南南南南南南南南南南南原原原原原原原原原原原原原原原原原原原原原原原原原原原原原原原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ポポポポポポポポポポポポポポポポポポポポポポポポポポポポポポポ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ツツツツツツツツツツツツツツツツツツツツツツツツツツツツツツツ公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公園園園園園園園園園園園園園園園園園園園園園園園園園園園園園園園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芝芝芝芝芝芝芝芝芝芝芝芝芝芝芝芝芝芝芝芝芝芝芝芝芝芝芝芝芝芝芝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傷傷傷傷傷傷傷傷傷傷傷傷傷傷傷傷傷傷傷傷傷傷傷傷傷傷傷傷傷傷傷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～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～
 

　たくさんの方にご利用いただきながら、大事に育てられてき

た、南原スポーツ公園の天然芝グラウンドですが、心ない人が

車で乗り回したことにより、グラウンド全面にタイヤの跡がで

き、芝生がはがれてしまいました。車でグラウンド内には絶対

に入らないでください。

　また敷地内にペットを連れて入るのもやめてください。

●問い合わせ●　教育課生涯学習係 �２－０７９７
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秋の交通安全／犬の登録と注射／動物愛護週間

動動動動動動動動動動動動動動動動動動動動動動動動動動動動動動動動動動動動動動動動動物物物物物物物物物物物物物物物物物物物物物物物物物物物物物物物物物物物物物物物物物愛愛愛愛愛愛愛愛愛愛愛愛愛愛愛愛愛愛愛愛愛愛愛愛愛愛愛愛愛愛愛愛愛愛愛愛愛愛愛愛愛護護護護護護護護護護護護護護護護護護護護護護護護護護護護護護護護護護護護護護護護護週週週週週週週週週週週週週週週週週週週週週週週週週週週週週週週週週週週週週週週週週間間間間間間間間間間間間間間間間間間間間間間間間間間間間間間間間間間間間間間間間間 ９９９９９９９９９９９９９９９９９９９９９９９９９９９９９９９９９９９９９９９９９月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２０００００００００００００００００００００００００００００００００００００００００日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日）））））））））））））））））））））））））））））））））））））））））～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２６６６６６６６６６６６６６６６６６６６６６６６６６６６６６６６６６６６６６６６６６日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（土土土土土土土土土土土土土土土土土土土土土土土土土土土土土土土土土土土土土土土土土）））））））））））））））））））））））））））））））））））））））））
 

～動物は責任と愛情をもって終生飼いましょう～
�繁殖を望まない場合は、不妊・去勢手術を　　　　�身元の表示をしましょう
�しつけをしましょう　　　　　　　　　　　　　　�ルールを守って散歩しましょう

●問い合わせ●　健康課保健係　�２－５５７０
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　秋の交通安全運動が９月２１日から３０日まで行われます。この運動は、交通ルールの遵守と正しい

交通マナーの実践を習慣付けるよう呼びかけ、町民一人ひとりに交通安全意識の普及・浸透を図る

とともに、町民自身による道路交通環境の改善に向けた取組を推進することにより、交通事故防止

の徹底を図ることを目的としています。

●申し込み・問い合わせ●　総務課庶務係　内線２１１

高齢者の交通事故防止
　高齢者及び高齢運転者に対する思いやりの

ある運転を心掛けましょう。

夕暮れ時と夜間の歩行中・
自転車乗用中の交通事故防止

　秋口における日没時間の急激な早まりとと

もに死亡事故が多発する夕暮れ時と、視認性

が低下し、重大事故に繋がるおそれのある夜

間の交通事故発生を抑止していきましょう。

全ての座席のシートベルトと
チャイルドシートの正しい着用の徹底

飲酒運転の根絶
　飲酒運転が重大交通事故に直結する悪質な

犯罪であることを自覚し、車での外出先にお

いて飲酒してしまった場合は、タクシー等の

利用や、家族や知人に迎えに来てもらうなど

「飲んだら乗らない・乗るなら飲まない」を徹

底しましょう。

犬犬犬犬犬犬犬犬犬犬犬犬犬犬犬犬犬犬犬犬犬犬犬犬犬犬犬犬犬犬犬犬犬犬犬犬犬犬犬犬犬犬犬犬犬犬犬犬犬犬犬犬犬犬犬犬犬犬犬犬犬犬犬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登登登登登登登登登登登登登登登登登登登登登登登登登登登登登登登登登登登登登登登登登登登登登登登登登登登登登登登登登登登登登登登録録録録録録録録録録録録録録録録録録録録録録録録録録録録録録録録録録録録録録録録録録録録録録録録録録録録録録録録録録録録録録録・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・注注注注注注注注注注注注注注注注注注注注注注注注注注注注注注注注注注注注注注注注注注注注注注注注注注注注注注注注注注注注注注注射射射射射射射射射射射射射射射射射射射射射射射射射射射射射射射射射射射射射射射射射射射射射射射射射射射射射射射射射射射射射射射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済済済済済済済済済済済済済済済済済済済済済済済済済済済済済済済済済済済済済済済済済済済済済済済済済済済済済済済済済済済済済済済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でででででででででででででででででででででで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いいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななな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いいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいい方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方へへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへ
 
犬を飼育する際は、狂犬病予防法により市町村への登録と年１回の予防接種が義務付けられています。
　今年まだ狂犬病予防注射を済ませていない犬には、
注射を受けさせてください。
　注射は八丈動物病院（電話　２－１４３３）で実施し
ています。なお、犬が高齢や病気などで注射に不安
がある場合は、獣医師にご相談ください。
　新たに飼い始めた犬、島外から転入してきた犬は、
狂犬病予防法に基づく登録が必要です。右記の問い
合わせ先までご連絡ください。

■料金
予防注射料 ３,５５０円
・内訳　予防注射 ３,０００円
　　　　注射済票交付手数料 ５５０円

登録手数料（初めて注射する犬のみ）
３,０００円

●問い合わせ●　健康課保健係　�２－５５７０
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お知らせ掲示板（つづき）

戸籍電算化がはじまります！／ＧＰＳ首輪を装着したヤギ／クワゴマダラヒトリの被害

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！！
第四回　和紙原本　⇒　磁気原本　
　戸籍の電算化に伴い、現在の和紙原本から磁気原本に変わります。帳簿類がデータ化されること
により、皆さんの大切な個人情報がより安全に保護することができるようになります。
　今までの和紙の戸籍については、「平成改製原戸籍」という名称に変わり、電算化後はデータ化
され１００年（永年）保存されます。
　電算化後の戸籍には、婚姻や死亡などによりすでに戸籍から除かれている人は記載されません。
電算化後にこの記載の証明が必要な場合には、「平成改製原戸籍」（手数料７５０円）を請求することに
なります。

●問い合わせ●　住民課住民係　内線２３７
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　ノヤギ対策事業における生息状況調査の一環として、
ＧＰＳ機器（※）を装着したヤギ（メス）を二頭、八
丈富士山麓にて放獣し、移動状況を把握するための調
査を行っています。ＧＰＳ機器がついた大きな首輪を
しているので、一目でノヤギとの見分けがつきます。
　万一、これらのヤギが道路などに出て通行の邪魔と
なっていたり、畑に入り込んでいたりした場合には、
すぐに移動、追い払いなどを行いますので、下記まで
ご連絡くださいますようお願いします。

※ＧＰＳとは、人工衛星からの信号を受信することにより、現在位置を調べるシステムのことです。

●連絡先・問い合わせ●　産業観光課産業係 内線２６３

＜ご連絡内容＞
○ＧＰＳ首輪を装着したヤギを目撃した
場所・日時

○連絡をくださった方のお名前・住所
ここで得た情報については、目撃場所
の再確認等のために使用するもので、
ほかの目的には一切使用しません。

クククククククククククククククククククククククククククククククククククククククククククククククククククククククククククククククワワワワワワワワワワワワワワワワワワワワワワワワワワワワワワワワワワワワワワワワワワワワワワワワワワワワワワワワワワワワワワワゴゴゴゴゴゴゴゴゴゴゴゴゴゴゴゴゴゴゴゴゴゴゴゴゴゴゴゴゴゴゴゴゴゴゴゴゴゴゴゴゴゴゴゴゴゴゴゴゴゴゴゴゴゴゴゴゴゴゴゴゴゴゴマママママママママママママママママママママママママママママママママママママママママママママママママママママママママママママママダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダ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ラヒヒヒヒヒヒヒヒヒヒヒヒヒヒヒヒヒヒヒヒヒヒヒヒヒヒヒヒヒヒヒヒヒヒヒヒヒヒヒヒヒヒヒヒヒヒヒヒヒヒヒヒヒヒヒヒヒヒヒヒヒヒヒ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トリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリ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被被被被被被被被被被被被被被被被被被被被被被被被被被被被被被被被被被被被被被被被被被被被被被被被被被被被被被被被被被被被被被被害害害害害害害害害害害害害害害害害害害害害害害害害害害害害害害害害害害害害害害害害害害害害害害害害害害害害害害害害害害害害害害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をををををををををををををををををををををを未未未未未未未未未未未未未未未未未未未未未未未未未未未未未未未未未未未未未未未未未未未未未未未未未未未未未未未未未未未未未未未然然然然然然然然然然然然然然然然然然然然然然然然然然然然然然然然然然然然然然然然然然然然然然然然然然然然然然然然然然然然然然然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に防防防防防防防防防防防防防防防防防防防防防防防防防防防防防防防防防防防防防防防防防防防防防防防防防防防防防防防防防防防防防防防ぎぎぎぎぎぎぎぎぎぎぎぎぎぎぎぎぎぎぎぎぎぎぎぎぎぎぎぎぎぎぎぎぎぎぎぎぎぎぎぎぎぎぎぎぎぎぎぎぎぎぎぎぎぎぎぎぎぎぎぎぎぎぎ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まままままままままままままままままままままま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しょょょょょょょょょょょょょょょょょょょょょょょょょょょょょょょょょょょょょょょょょょょょょょょょょょょょょょょょょょょょょょょううううううううううううううううううううううううううううううううううううううううううううううううううううううううううううううう
 

クワゴマダラヒトリは蛾の仲間で、９月頃成虫になりカラスザ
ンショウ、アカメガシワ、クワなどに産卵します。卵は１週間で
幼虫になり、葉を食害します。農作物にも被害を及ぼすことがあ
るので、未然に防除しましょう。
●防除のポイント
カラスザンショウ、アカメガシワ、クワなどは産卵樹になりや

すいので、９月以降、卵塊、巣網、幼虫がないか特に注意し、見
つけたら枝ごと切り落とし、駆除してください。
幼虫が大きくなってからでは防除が困難です。適期を逃さず、

秋に防除しましょう。

●連絡先●　産業観光課産業係　内線２６２

こんな卵塊を見たら防除しましょう。
（写真の樹木はカラスザンショウ）

� �
� �
� �
� �
� �
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水道係からのお知らせ／運航ダイヤ変更について／９月の航路ダイヤ

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 係係係係係係係係係係係係係係係係係係係係係 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 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
 

●問い合わせ●　企業課水道係　内線３１５

水水水水水水水水水水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道道道道道道道道道道料料料料料料料料料料料料料料料料料料料料料料料料料料料料料料料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納納納納納納納納納納納納納納納納納納納納納納納納納納納納納納納めめめめめめめめめめめめめめめめめめめめめめめめめめめめめめめ忘忘忘忘忘忘忘忘忘忘忘忘忘忘忘忘忘忘忘忘忘忘忘忘忘忘忘忘忘忘忘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ははははははははははははははははははははははははははははははは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せせせせせ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かかかかか？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？
　毎月の水道料は期日内に納めてください。なお、納付書を紛失された場合でも、水道係ま

たは各出張所で支払うことができます。

口口口口口口口口口口口口口口口口口口口口口口口口口口口口口口座座座座座座座座座座座座座座座座座座座座座座座座座座座座座座振振振振振振振振振振振振振振振振振振振振振振振振振振振振振振替替替替替替替替替替替替替替替替替替替替替替替替替替替替替替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ごごごごごごごごごごごごごごごごごごごごごごごごごごごごごご利利利利利利利利利利利利利利利利利利利利利利利利利利利利利利用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用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だだだだだだだだだ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いいいいいいいいい口座振替をご利用ください
　納付のたびに町役場や金融機関へ足を運ぶ必要がなく、納め忘れもありません。

●口座振替取り扱い金融機関　・七島信用組合　・みずほ銀行　・ゆうちょ銀行

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ります。

機　種八丈島着羽田発便　名機　種羽田着八丈島発便　名

A３２００８：３５０７：４５８２１便A３２００９：５００９：０５８２２便

B７３７１２：２０１１：３０８２３便B７３７１４：１５１３：２５８２６便

A３２０１６：４０１５：５０８２９便A３２０１８：００１７：１０８３０便

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
A３２００９：５０→０９：０５８２２A３２００８：３５→０７：４５８２１
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  １９,８００ 円羽田＝八丈島
──  １２,４００ 円  １２,６００ 円  １７,８００ 円大島＝八丈島

９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
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八丈町防災訓練／敬老会／RAINBOW CUP／ケアケア交流講座

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 防防防防防防防防防防防防防防防防防防防防防防防防防防防防防防防 災災災災災災災災災災災災災災災災災災災災災災災災災災災災災災災 訓訓訓訓訓訓訓訓訓訓訓訓訓訓訓訓訓訓訓訓訓訓訓訓訓訓訓訓訓訓訓 練練練練練練練練練練練練練練練練練練練練練練練練練練練練練練練
ことしの防災訓練は、１０月５日（月）午前に地震等の発生を想定し、

中之郷地域で行われます。

地震により、道路の寸断や家屋の倒壊などの被害が発生したとし、

避難訓練を行うほか、関係機関の協力により各種訓練も予定してい

ます。詳しくは広報１０月号でお知らせします。

当日は、訓練のための防災行政無線を放送しますので、あらかじ

めご了承ください。

防災行政無線個別受信機の電池は、１年に１度交換しましょう
防災行政無線は、防災や行政に関する連絡を行うことを目的としています。個別受信機の故障の原因

として、電池の液漏れが１番多くなっています。電池は１年に１度交換しましょう。

■申し込み・問い合わせ■　総務課庶務係　　内線２１１

『『ケケアアケケアア交交流流講講座座』』開開催催
９月１７日（木） 午後１時～３時 第二八丈老人ホーム２階会議室

■内　　容　介護者のストレスの基本的理解
■費　　用　無料
■申込方法　９月１４日（月）までに地域包括支援センターに

電話で申し込んでください。
■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

■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

敬敬敬敬敬敬敬敬敬敬敬敬敬敬敬敬敬敬敬敬敬敬敬敬敬敬敬敬敬敬敬敬敬敬敬敬敬敬敬敬敬老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大賀賀賀賀賀賀賀賀賀賀賀賀賀賀賀賀賀賀賀賀賀賀賀賀賀賀賀賀賀賀賀賀賀賀賀賀賀賀賀賀賀郷郷郷郷郷郷郷郷郷郷郷郷郷郷郷郷郷郷郷郷郷郷郷郷郷郷郷郷郷郷郷郷郷郷郷郷郷郷郷郷郷・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・末末末末末末末末末末末末末末末末末末末末末末末末末末末末末末末末末末末末末末末末末吉吉吉吉吉吉吉吉吉吉吉吉吉吉吉吉吉吉吉吉吉吉吉吉吉吉吉吉吉吉吉吉吉吉吉吉吉吉吉吉吉地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区）））））））））））））））））））））））））））））））））））））））））開開開開開開開開開開開開開開開開開開開開開開開開開開開開開開開開開開開開開開開開開催催催催催催催催催催催催催催催催催催催催催催催催催催催催催催催催催催催催催催催催催
高齢者の町民の方への感謝と長寿をお祝いする敬
老会を開催します。
大賀郷地区
日時 ９月２１日（月）午前１１時～

場所 大賀郷公民館

末吉地区
日時 ９月２１日（月）午前１０時３０分～

場所 末吉公民館

対象となる方 ７０歳以上の方

（昭和１５年４月１日以前に生まれた方）

■申し込み■　健康課高齢福祉係　電話２-５５７０

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 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 島島島島島島島島島島島島島島島島島島島島島島島島島島島島島島島島島島島島島島島島島島島島島島島島島島島島島島島島島島島島島 RRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP
２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２００００００００００００００００００００００００００００００００００００００００００００００００００００００００００００００００００００００００００００００００００００００００００００００００００００００００００００００００００００００００００９９９９９９９９９９９９９９９９９９９９９９９９９９９９９９９９９９９９９９９９９９９９９９９９９９９９９９９９９９９９９ 開開開開開開開開開開開開開開開開開開開開開開開開開開開開開開開開開開開開開開開開開開開開開開開開開開開開開開開開開開開開開 催催催催催催催催催催催催催催催催催催催催催催催催催催催催催催催催催催催催催催催催催催催催催催催催催催催催催催催催催催催催催

■日程　　９月２６日（土）午後
　　　　　　　２７日（日）午前
■場所　南原スポーツ公園

　島内外の参加チームによるフットサル
交流大会です。交流大会とはいえ、試合
は激しい戦いになること間違いなし！
　ぜひ、応援にいらしてください！！！

■問い合わせ■　教育課生涯学習係
　電話２－０７９７

ケアケア交流講座とは…
介護を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
りながら認知症や介護について学びます。
皆さんの参加をお待ちしております。
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　●午後１時～４時（ご希望のコーナーへ！）　　●午後８時～９時

　　�光るキノコ観察　　　　　　　　　　　　�光るキノコの森めぐり

　　�家庭菜園・ハーブ園教室　　　　　　　　　（雨天時は雨具の用意をお願いします）
　　　（先着１５名に野菜の苗プレゼント）

　　�押し花アート教室

話話話話話話話話話話話話話話話話話話話話話話話話話話話話話話話話話話話話話話話話話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てててててててててて伸伸伸伸伸伸伸伸伸伸伸伸伸伸伸伸伸伸伸伸伸伸伸伸伸伸伸伸伸伸伸伸伸伸伸伸伸伸伸伸伸ばばばばばばばばばばばばばばばばばばばばばばばばばばばばばばばばばばばばばばばばばそそそそそそそそそそそそそそそそそそそそそそそそそそそそそそそそそそそそそそそそそううううううううううううううううううううううううううううううううううううううううう国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国際際際際際際際際際際際際際際際際際際際際際際際際際際際際際際際際際際際際際際際際際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力力力力力力力力力力！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！ 英英英英英英英英英英英英英英英英英英英英英英英英英英英英英英英英英英英英英英英英英会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会話話話話話話話話話話話話話話話話話話話話話話話話話話話話話話話話話話話話話話話話話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生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生徒徒徒徒徒徒徒徒徒徒徒徒徒徒徒徒徒徒徒徒徒徒徒徒徒徒徒徒徒徒徒徒徒徒徒徒徒徒徒徒徒追追追追追追追追追追追追追追追追追追追追追追追追追追追追追追追追追追追追追追追追追加加加加加加加加加加加加加加加加加加加加加加加加加加加加加加加加加加加加加加加加加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
受講資格
　　八丈町に住んでいる小学生以上の方

ク ラ ス　
�学生の部　　　　　　　　小学生、中学生
�一般の部（高校生含む）　初、中、上級
�ベビークラス　幼児同伴可能なクラス

受講場所　三根・大賀郷・中之郷公民館
※時間・曜日によりクラスのレベルが異なります。

詳しくはお問い合わせください。

応募方法　
　教育課にある申込書に記入して提出してください。

※メールアドレスをお持ちでない方は、返信用

封筒が別途必要です。（あて先を記入し、８０円

切手を貼付してください。）

応募締切　９月１５日（火）

■問い合わせ■
　教育課生涯学習係
　電話　２－０７９７

第１日：９月１１日（金）　午後 ７時３０分～９時
　　　　『宇喜多家中に見る豊臣政権の実態』　

　　　　谷口　央先生　

　　　　　首都大学東京准教授（日本近世史）

第２日：９月１２日（土）　午後２時～３時３０分
　　　　『もの忘れと認知症』　　　　

　　　　繁田雅弘先生

　　　　　首都大学東京教授（精神医学）

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
　　　　首都大学東京

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。

■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

第57回 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 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 島島島島島島島島島島島島島島島島島島島島島島島島島島島島島島島島島島島島島島島島島島島島島島島島島島島島島島島島島島島島島島島島島島島島島島島島島島島島島島島島島島島島島島島島島島島島島島島島島島島島島島島島島島島島島島島島島島島島島島島島島島島 民民民民民民民民民民民民民民民民民民民民民民民民民民民民民民民民民民民民民民民民民民民民民民民民民民民民民民民民民民民民民民民民民民民民民民民民民民民民民民民民民民民民民民民民民民民民民民民民民民民民民民民民民民民民民民民民民民民民民民民民民民民 大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大 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 講講講講講講講講講講講講講講講講講講講講講講講講講講講講講講講講講講講講講講講講講講講講講講講講講講講講講講講講講講講講講講講講講講講講講講講講講講講講講講講講講講講講講講講講講講講講講講講講講講講講講講講講講講講講講講講講講講講講講講講講講講講 座座座座座座座座座座座座座座座座座座座座座座座座座座座座座座座座座座座座座座座座座座座座座座座座座座座座座座座座座座座座座座座座座座座座座座座座座座座座座座座座座座座座座座座座座座座座座座座座座座座座座座座座座座座座座座座座座座座座座座座座座座座

ハイビスカスまつり ９９９９９９９９９９９９９９９９９９９９９９９９９９９９９９９９９９９９９９９９９月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（火火火火火火火火火火火火火火火火火火火火火火火火火火火火火火火火火火火火火火火火火））））））））））））））））））））））））））））））））））））））））） 場場場場場場場場場場場場場場場場場場場場場場場場場場場場場場場場場場場場場場場場場所所所所所所所所所所所所所所所所所所所所所所所所所所所所所所所所所所所所所所所所所：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：えええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええこここここここここここここここここここここここここここここここここここここここここ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・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ぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐ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りりりりりりりりりり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ととととととととととととととととととととととととととととととととととととととととと
■プログラム　
正午～午後１時　八丈太鼓　～飛び入り歓迎～
午後１時～３時　家庭菜園・ハーブ教室、
　　　　　　　　花遊び教室（先着１５名様に野菜の苗プレゼント）

午後３時～４時　ひょんはー（餅つき）

■問い合わせ■　えこ・あぐりまーと　電話０４９９６－７－１８０８

　さまざまな催し物で皆さんをお待ちしています。ぜひ
ご家族でご参加ください。
　イベント内容など、詳しくは折込チラシをご覧ください。

■問い合わせ■
　　　　八丈島空港管理事務所　電話　２－０１６３

八丈島空港「空の日」記念行事 開催 ９月１３日（日）

自自自自自自自自自自自自自自自自自自自自自自自自自自自自自自自自自自自自自自自自自自自自自自自自自自自衛衛衛衛衛衛衛衛衛衛衛衛衛衛衛衛衛衛衛衛衛衛衛衛衛衛衛衛衛衛衛衛衛衛衛衛衛衛衛衛衛衛衛衛衛衛衛衛衛衛衛隊隊隊隊隊隊隊隊隊隊隊隊隊隊隊隊隊隊隊隊隊隊隊隊隊隊隊隊隊隊隊隊隊隊隊隊隊隊隊隊隊隊隊隊隊隊隊隊隊隊隊航航航航航航航航航航航航航航航航航航航航航航航航航航航航航航航航航航航航航航航航航航航航航航航航航航航空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空機機機機機機機機機機機機機機機機機機機機機機機機機機機機機機機機機機機機機機機機機機機機機機機機機機機・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリ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にににににににににににににににににににによよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるデデデデデデデデデデデデデデデデデデデデデデデデデデデデデデデデデデデデデデデデデデデデデデデデデデデモモモモモモモモモモモモモモモモモモモモモモモモモモモモモモモモモモモモモモモモモモモモモモモモモモモフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフ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ララララララララララララララララララララ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イイイイイイイイイイ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トトトトトトトトトトトトトトトトトトトト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をををををををををを実実実実実実実実実実実実実実実実実実実実実実実実実実実実実実実実実実実実実実実実実実実実実実実実実実実施施施施施施施施施施施施施施施施施施施施施施施施施施施施施施施施施施施施施施施施施施施施施施施施施施施！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！
　このほか、管制塔及び気象施設見学、子供紙ヒ
コーキ大会、航空機・化学消防車の地上展示など
催しも盛りだくさん！

「空の日」とは　…
　空港や航空機が利用者や島民にとって安全

で快適な交通機関として理解され、親しんで

いただくために、全国各地の空港などで開催

されている行事です。

英会話教室再募集／八丈島民大学講座／空の日／ハイビスカスまつり
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フィルムコミッション／町営住宅

　現在、撮影時のエキストラやボランティアスタッフ、ロケ協力施設などを募集しています。
　詳しくは、八丈島フィルムコミッションホームページ（http://www.8jo-fc.com）をご覧いただくか、下
記までお問い合わせください。

　　　　　　■問い合わせ■　八丈島フィルムコミッション（八丈町商工会内）
　　　　　　　　　　　　　　電話・FAX　０４９９６－２－３３８８　E-Mail　info1@8jo-fc.com

��町町町町町町町町町町町町町町町町町町町町営営営営営営営営営営営営営営営営営営営営住住住住住住住住住住住住住住住住住住住住宅宅宅宅宅宅宅宅宅宅宅宅宅宅宅宅宅宅宅宅入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入居居居居居居居居居居居居居居居居居居居居者者者者者者者者者者者者者者者者者者者者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町営住宅入居者募集��
新築、および空家町営住宅への入居者を次のとおり募集します。

住宅型別資格構　造住宅使用料
〔標準〕

建設
年度

間取り・
住戸専用面積戸　数団地名地域

高齢者専用（※３）
２人以上世帯向け

鉄筋コンクリート造
２階建

１７,３００～２５,８００Ｈ１０
２ＬＤＫ
５２.５㎡

１戸
（２－１０４号）

富士見団地三　根

２人以上（※２）
世帯向け

コンクリートブロック造
２階建

１２,９００～１９,３００Ｓ５１
３Ｋ
５６.０㎡

２戸
（１－２号・ ２－３号）

屋和川団地
「無」（※１）

大賀郷

２人以上
世帯向け

コンクリートブロック造
２階建

１２,２００～１８,１００Ｓ５１
３Ｋ
５２.７㎡

３戸
（３－４号・ ３－５号・ ４－１号）

屋和川団地
「無」（※１）

大賀郷

３人以上
世帯向け

鉄筋コンクリート造
３階建

２６,３００～３９,１００Ｈ１０
３ＬＤＫ
８２.９㎡

１戸
（１－２０３号）

中之郷団地中之郷

若年層（※４）
３人以上世帯向け

一戸建　木造平屋建２４,９００～３７,１００Ｈ１７
３ＬＤＫ
７４.９㎡

１戸
（４号）

三原住宅中之郷

若年層（※４）
３人以上世帯向け

一戸建　木造平屋建２５,５００～３７,９００Ｈ２０
３ＬＤＫ
７５.５㎡

　　　１戸※新築
（２号）

尾越第２住宅中之郷

若年層
３人以上世帯向け

一戸建　木造平屋建２４,８００～３７,０００Ｈ１６
３ＬＤＫ
７７.１㎡

１戸
（２号）

名古住宅末　吉

高齢者専用
単身世帯向け

鉄筋コンクリート造
平屋階建

１７,３００～２５,８００Ｈ１２
１ＬＤＫ
５２.２㎡

１戸
（Ｂ－１０１号）

瀬戸団地末　吉

（※１）「無」とは、浴室はあるが浴槽・風呂釜の無い住宅です。設置については、自己負担となります。
（※２）２人、３人以上世帯向け住宅とは、現に同居し、または同居しようとする親族（婚約者を含む）があること。
（※３）高齢者専用世帯向けとは、バリアフリー住宅で、６０歳以上の方のみ応募資格があります。
（※４）若年層向け住宅とは、１８歳以下の世帯員を含んでいる。または出産の予定があること。

■受付期間
　　　　　９月８日（火）～９月１５日（火）
　　　　　　午前８時３０分～正午　午後１時～午後５時
　　　　　　※１２日（土）、１３日（日）は除く。
■申し込み添付書、入居基準等
①入居者全員の住民票（町内在住の成年者）
②入居者全員の平成２０年分の所得証明書、転職などで所得の変わった
方は、申し込み時点における収入証明（月額換算、一般世帯で月額
１５万８千円以下、高齢者などの世帯は２１万４千円以下）
③納税証明書（町税、使用料などを滞納してないこと）
④印鑑

⑤現在、住宅に困っている方
⑥暴力団員は入居できません。

■入居決定後の手続き
①家賃３か月分の住宅保証金の納付
②島内に在住の２名の連帯保証人
　（町税、使用料などを滞納していない方）

　※記入書類等は、入居決定後にお渡しします。
■その他
　選考期日などは書類審査後、ご連絡します。
■申し込み・問い合わせ■
　建設課管財係　内線２５６

八丈島フィルムコミッションとは……
　撮影ロケへの八丈島の情報提供や、行政手続きなどの代
行を行っています。八丈島の宣伝や、撮影隊による宿泊施
設・飲食店・商店への経済効果など、地域活性化に繋がる
よう、八丈町、東京都の協力のもと、八丈町商工会が行っ
ている事業です。

サポーター募集！サポーター募集！八丈島八丈島フィルムコミッションフィルムコミッション八丈島フィルムコミッション サポーター募集！サポーター募集！サポーター募集！
テレビ・映画などで島をＰＲ！

主な協力作品

・遠くへ行きたい
・ザ！鉄腕！DASH !!

その他ＴＶ、雑誌などの撮影に協力
しています。
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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
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・祝）底土漁師小屋 …………………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

第第第第第第第第第第第第第第第第第第第第第第第第第第第第第第第第第第第第第第第第第第第第第第第第第第第５５５５５５５５５５５５５５５５５５５５５５５５５５５５５５５５５５５５５５５５５５５５５５５５５５５回回回回回回回回回回回回回回回回回回回回回回回回回回回回回回回回回回回回回回回回回回回回回回回回回回回ユユユユユユユユユユユユユユユユユユユユユユユユユユユユユユユユユユユユユユユユユユユユユユユユユユユニニニニニニニニニニニニニニニニニニニニニニニニニニニニニニニニニニニニニニニニニニニニニニニニニニニ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ババババババババババ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ーーーーーーーーーーサササササササササササササササササササササササササササササササササササササササササササササササササササルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキャャャャャャャャャャャャャャャャャャャャャャャャャャャャャャャャャャャャャャャャャャャャャャャャャャャ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ンンンンンンンンンンンンンンンンンンンン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ププププププププププププププププププププ iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn 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丈丈丈丈丈丈丈丈丈丈丈丈丈丈丈丈丈丈丈丈島島島島島島島島島島島島島島島島島島島島島島島島島島島島島島島島島島島島島島島島島島島島島島島島島島島 開開開開開開開開開開開開開開開開開開開開開開開開開開開開開開開開開開開開開開開開開開開開開開開開開開開催催催催催催催催催催催催催催催催催催催催催催催催催催催催催催催催催催催催催催催催催催催催催催催催催催催 ９月１２日（土）～１４日（月）

　「第５回ユニバーサルキャンプ in 八丈島」を八丈町とＮＰＯ法人ユニバーサルイベント協会の共催で開催
します。このキャンプはダイバーシティ（多様性の享受）の考えに立ち、年齢や性別、障害の有無に関わら
ず、「みんなが一緒に活き活きと暮らせる社会（ユニバーサル環境）の実現」という理念のもと、八丈島の
豊かな自然の中で、誰もが対等な関係で協力し合うことで、一人ひとりが尊厳を持ち、自立・自律を目指
し、その輪を広げていくために開催されます。皆さんぜひご参加ください。

１日～３日
●ＡＮＡ８２２便にて上京

●離島振興課設置５０周年記念ＯＢ会出席

●全国離島振興協議会第２回正副長会議

●平成２２年度離島振興の促進に関する要望活動

●ＡＮＡ８２３便にて帰島

　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

７.２％８,５９５９,２１８１１,６３３１２,１２６１,６８７２,９４７９,９４６９,１７９７月

０.４％２８,６２７２８,７５０３６,５４９３５,９４２４,９０５６,２４６３１,６４４２９,６９６計

＊空路にはチャーター便が、海路には２１年７月の大型客船寄港分が含まれています。
　７月は大型客船が３回寄港し（ぱしふぃっくびいなす（１５日、１７日）、にっぽん丸（３０日））、多くの方に.ご来島いただきました。

～～交交流流ププロロググララムム～～

●ダイバーシティコミュニケーション●
　日時：９月１３日（日）午前９時～１２時

　場所：南原スポーツ公園

　　　　※雨天時は底土キャンプ場特設テント

　ユニバーサルキャンプの参加者の中には、障害を
持つ人、若い人、高齢の人、ニート経験者などさま
ざまな人たちがいます。彼らが「音」「光」「動き」
「関わり」などの部屋の主人（語り手）となり、自
分の体験や困っていることなどを話します。

１６日～１７日
●ＡＮＡ８２２便にて上京

●最終処分場について打合せ

●東京都表敬訪問

●東京都介護保険審査会出席

●ＡＮＡ８２９便にて帰島

２８日～３０日
●ＡＮＡ８２２便にて上京

●平成２１年度東京都離島航空

路線協議会

●東京都表敬訪問

●ＡＮＡ８２９便にて帰島

●ユニバーサル盆踊り（ユニボン）●
日時：９月１３日（日）午後５時３０分～８時３０分

場所：大賀郷公民館

　八丈島の郷土芸能や、ちょんこめ作業所による発
表、朗読劇、フラ、タヒチアンのダンスショーな
ど、見どころもりだくさんです。婦人会や朝市会の
方々による出店も並びます。ぜひ遊びに来てくださ
い。

町長上京日記 ７月



土金木水火月日
５４

自治振興委員・納税
貯蓄組合長の集い
� 　１３:１５～保福

３２

高齢者健康教室
・健康相談

�  １０:００～１２:００樫

１

高齢者健康教室
・健康相談

�  １０:００～１２:００末

１２

おはなし会
八丈町立図書館
１４:００～１５:００

１１１０９

１歳児歯科健康診査
�  ９:１５～１０:００受付保福

８

こどものおやつ教室
�  ９:３０～１１:００保福

７

図書館休館日
コミュニティセンター休館日

６

１９１８

高齢者健康教室
・健康相談

�  １０:００～１２:００大

１７

高齢者健康教室
・健康相談

�  １０:００～１２:００中

１６

高齢者健康教室
・健康相談

�  １０:００～１２:００三

１５

すくすく相談
�  ９:３０～１１:３０保福

１４

図書館休館日
コミュニティセンター休館日

１３

２６

八丈島
RAINBOW CUP ２００９
南原スポーツ公園

２５２４２３　秋分の日

図書館休館日

２２　国民の休日

図書館休館日

２１　敬老の日

図書館休館日

２０

３０

図書館休館日

２９

３歳児健康診査
�  １３:１５～１４:００受付

こども心理相談
�  ９:００～１６:００

保福

保福

２８

図書館休館日
コミュニティセンター休館日

２７

八丈島
RAINBOW CUP ２００９
南原スポーツ公園

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

７日（月）、１４日（月）、２８日（月）ふれあいの湯

１日（火）、８日（火）、１５日（火）、２９日（火）みはらしの湯

２日（水）、９日（水）、１６日（水）、３０日（水）ザ・ＢООＮ

３日（木）、１０日（木）、１７日（木）、２４日（木）やすらぎの湯

９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 9　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

９：００～１４日（月）～１８日（金）耳鼻咽喉科

１３：３０～１８日（金）糖尿病教室
※新規患者の方は、８時３０分から受付となります。

※ふれあいの湯は、工事中のため駐車場が狭くなっております。ご注意ください。

土金木水火月日
５４

燃・害

３２
古着
資源

１

燃・害

１２１１

燃・害

１０

びん

９

資源

８

燃・害

７

金属

６

１９１８

燃・害

１７１６

資源

１５

燃・害

１４

金属

１３

２６２５

燃・害

２４２３

資源

２２

燃・害

２１

金属

２０

３０

資源

２９

燃・害

２８

金属

２７

土金木水火月日
５４

金属

３

燃・害

２１
古着
資源

１２１１

金属

１０

燃・害

９８

資源

７

燃・害

６

１９１８

金属

１７

燃・害
・びん

１６１５

資源

１４

燃・害

１３

２６２５

金属

２４

燃・害

２３２２

資源

２１

燃・害

２０

３０２９

資源

２８

燃・害

２７

土金木水火月日
５４

金属

３

燃・害

２
古着
資源

１

１２１１

金属

１０

燃・害

９

資源

８７

燃・害

６

１９１８

金属

１７

燃・害
・びん

１６

資源

１５１４

燃・害

１３

２６２５

金属

２４

燃・害

２３

資源

２２２１

燃・害

２０

３０

資源

２９２８

燃・害

２７

女性のがん検診
予約受付…８/３１（月）～９/４（金）
　　　　　１４:００～１６:００
検　診　日…９/７（月）～９/１１（金）

１２日～１４日
ユニバーサルキャンプ

１２日～１４日
ユニバーサルキャンプ　底土野営場




