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町の人口（7月1日現在）  ( 先月 1 日比 )

転入ほか……24人（うち出生　2人）

転出ほか……18人（うち死亡　5人）
6月中
の異動

各地域の人口・世帯数      （7月1日現在）※外国人含む

 人　口 7,865人 増 6人 
男 3,902人 増 1人
女 3,963人 増 5人

世帯数 4,472世帯 増 3世帯

世帯数 男 女 人口計
三　根 2,073 1,813 1,856 3,669
大賀郷 1,497 1,300 1,297 2,597
樫　立 304 269 268 537
中之郷 390 357 371 728
末　吉 208 163 171 334

太田昭宏国土交通大臣来島
離島航空路線における運賃引き下げに関する要望書を提出しました。
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八丈町長選挙／児童扶養手当受給者の方へ

八 丈 町 長 選 挙　投票日９月 13 日（日）
八丈町長の選挙が次のとおり行われます。

■立候補予定者説明会　８月 24 日（月）午後１時 30 分～　■場所　八丈町役場大会議室
※ 立候補を予定している方は、配布書類と説明事項がありますので、代理の方でも構いませんのでなるべ

く説明会にご出席願います。出席できない場合には、立候補届出の前に一度八丈町選挙管理委員会事務
局（町役場総務課内）へお越しください。また、説明会前でも配布書類をお渡しできますので必要な場
合はご連絡ください。

■告示日 ９月８日（火）
■立候補届出日時 ９月８日（火）午前８時 30 分～午後５時　八丈町役場大会議室
■投票日時 ９月 13 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（選挙会会場） 八丈町役場大会議室
※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。

児童扶養手当受給者の方へ ■問い合わせ■　福祉健康課厚生係　電話 2－5570

　対象者の方には、現況届のご案内を送付していますので、必要事項をご記入のうえ、福祉健康課厚生係
にお持ちください。
受付期間　　８月３日（月）～ 14 日（金）※土・日曜日は除きます。
受付時間　　午前８時 30 分～午後５時 15 分　　受付場所　　福祉健康課厚生係（町役場１階７番窓口）
───────♢──────────────♢──────────────♢─────────

○児童育成手当対象者の方へ　現況届を未提出の方は至急ご提出ください。
　未提出の場合、６月分からの手当が受けられませんので、ご注意ください。

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７年９月
14 日以前に生まれた方と平成 27 年６月７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。
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。

郵送でのやりとりや、不在者投票の出来る期間
が短いため、お早めに請求をしてください。

○投票用紙の請求
はがきや便せんまたは請求様式※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、E メールでの請求は不可。）
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
※ 請求様式は八丈町ホームページからダウン

ロードできます。

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お持ちください。
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。

期日前投票ができます
　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。
■受付期間
　９月９日（水）～９月 12 日（土）
■受付場所・時間
　町役場町民ギャラリー
　午前８時 30 分～午後８時

～選びます　わたしの好きな　島だから～
■問い合わせ■　八丈町選挙管理委員会（総務課内）　電話 2-1121
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乳・子　医療証の現況届の受付について

乳・子　医療証の現況届の受付について

　八丈町では子育て支援の一環として、出生から小・中学校の学齢期にある児童を対象とした医療費助成
制度を実施しています。
　現在、発行している乳幼児医療証および義務教育就学児医療証の有効期限は９月 30 日（水）です。引
き続き、医療証の交付を希望される方は８月中に現況届を提出してください。所得額などを確認し、対象
となる方へ新しい医療証を交付します。なお、既に医療証をお持ちの方へ８月上旬までには現況届を送付
します。現況届の提出が遅れた場合、10 月からの交付に間に合わないことがありますので早めに提出し
てください。また、新規の申請についても受け付けています。
助成制度の概要
　医療機関の窓口にて健康保険証と併せ医療証を提示することにより、医療費の自己負担分を助成します。
　○乳幼児医療費助成制度　　　　：総医療費の２割
　○義務教育就学児医療費助成制度：総医療費の３割
助成対象児童
　八丈町に住所を有する医療保険の加入者
　○乳幼児医療費助成制度（義務教育就学前までの乳幼児）
　　平成 21 年４月２日以降に生まれた児童
　○義務教育就学児医療費助成制度
　　平成 12 年４月２日～平成 21 年４月１日に生まれた児童
申請者　上記対象児童を養育している方（保護者）
助成対象外
　・申請者の平成 27 年度（平成 26 年分）の所得額が別表の制限額を超える方
　・生活保護受給者など

申請に必要なもの
　①医療証交付申請書兼現況届（受付窓口にもあります）
　②印鑑（認印）
　③申請者と対象児童（全員）の健康保険証
　　※社会保険に加入されている方は必ずお持ちください。
　　　八丈町の国民健康保険に加入されている方は不要です。
　④ 平成 27 年１月２日以降、八丈町に転入された方は、平成 27 年度所得証明書を前住地の役所にて取

り寄せてください。（児童手当の現況届時に厚生係へ提出された方は省略できます。）
受付窓口　福祉健康課厚生係および各出張所
受付期間　８月３日（月）～８月 31 日（月）【期日厳守】

■問い合わせ■　福祉健康課厚生係　電話 2-5570

別表 単位：万円

扶養親族等の数 所得額 収入額（参考）

０人 622.0 833.3

１人 660.0 875.5

２人 698.0 917.7

３人 736.0 960.0

４人 774.0 1,002.1

５人 812.0 1,042.1

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又は老
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
控除対象配偶者また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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環境だより／平成 27 年度地域振興に係る補助事業

■問い合わせ■　住民課環境係　電話2－1123

雨天時の資源ごみ（ダンボール・新聞紙・雑紙・雑誌）回収
　資源ごみとして回収しているダンボール・新聞紙・雑誌・雑紙は、雨に濡れても品質に問題はありま
せんので、雨天時も出し方のルール（ビニールひもで十文字に束ねる）を守ってお出しください。
ヤンバルトサカヤスデ対策

①ヤスデが家屋の周辺で繁殖しにくい環境を作りましょう
ヤスデは、湿気の多い場所を好むため、堆積した落ち葉の下などに多く生息しています。
本格的なヤスデの移動が始まる前に、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

くする（ヤスデは、直射日光が苦手です）などをしましょう。
②家屋侵入防止対策用薬剤（コイレット）の配布について

来年３月まで配付します。一世帯あたり１カ月に１袋（３㎏入り）とし、６カ月分（６袋）まで引
換券を、７袋目からは半額の助成券をお渡しします。
引換券・助成券配布場所

大賀郷にお住まいの方　　　町役場住民課環境係（１階４番窓口）
その他地域にお住まいの方　各出張所
町では、薬剤の配付のほかにヤスデの発生調査（現場確認や薬剤の配付状況など）や集中・大量発

生箇所（大賀郷永郷地域）における駆除を本年度も実施します。
海岸清掃について
　学校・各団体などがボランティアで海岸清掃を実施する際は、事前に環境係へご連絡ください。ごみ
袋の提供、ごみの回収など町が協力します。
中之郷埋立処分場
　8 月は、毎週水曜日の場内整備日も受入業務を行います。

平成 27 年度地域振興に係る補助事業（第２回）の募集
　東京都島しょ振興公社では、島しょ地域にお住まいの、地域振興を図ることを目的に事業を実施する団体・
個人に対し、その経費の一部を補助しています。
募集期間　８月３日（月）～８月 21 日（金）
対象事業

１．地域振興に係る特産品に関する事業
２．地域振興に係る観光に関する事業
３．地域振興に係る島おこしを担う人材育成に関する事業
４．その他地域振興に資する事業※下記①～③は平成 27 年度限定で追加されたテーマです。
①調査研究　②地元の元気創生　③地域振興に係る第一次産業活性化に関する事業

補助対象団体
・５名以上の東京都島しょ地域在住者で組織し、代表者・会則・名簿などのある団体など
・ 島しょ地域内に主たる事業所を有する小規模企業者・組合・財団法人・社団法人・特定非営利活動法人・

その他東京都島しょ地域の活性化に資する取組を行うと認められる法人など
・島しょ地域内の個人事業者
※中小企業、創業予定者は対象外

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）
を限度とする。

事業の期間　事業開始から平成 28 年７月 31 日（日）まで
申込方法　 所定の申請書により 8 月 21 日 ( 金 ) までに企画財政課（２階 18 番窓口）へお持ちください。

提出された書類に基づき、島しょ振興公社が審査、決定をします。
詳細は企画財政課で配布します募集案内・交付要綱をご覧ください。

■問い合わせ■　公益財団法人　東京都島しょ振興公社　電話 03-5472-6546
八丈町企画財政課企画情報係　　　　　電話 2-1120　　　　
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環境だより／運営協議会委員の公募について

運営協議会委員の公募について
　東京都島嶼町村一部事務組合では、八丈島一般廃棄物管理型最終処分場周辺の環境を保全し、住民生活の
安心安全を確保する観点から、供用中の処分場に関する管理運営等について、島民の代表者の方も交えて意
見交換や協議することを目的に、処分場に運営協議会を設置しています。
　このたび、現在の委員の任期が平成 27 年 10 月４日に満了することにともない、改めて一緒に活動して
いただける委員を公募します。運営協議会は原則として年１回、処分場内の会議室で開催し、会議終了後は
埋立地の視察などを行うことを予定しています。
　なお、前回まで委員であった方の応募も可能ですので、奮ってご応募ください。

募集人員 ３名（定員を超えた場合は抽選となります。）

応募資格 満 20 歳以上で八丈町に住所がある方

応募方法
応募用紙に、住所・氏名・年齢・電話番号・職業を明記のうえ、ご郵送ください。
なお、応募用紙は、八丈町住民課環境係または当組合のホームページで入手できます。

応募締切 平成 27 年 8 月 21 日（金）消印有効

任期・報酬等 任期は２年間。報酬・交通費などは支給されません。

応募用紙
送 付 先

〒 105-0022　東京都港区海岸１丁目４番 15 号　島嶼会館２階
東京都島嶼町村一部事務組合　廃棄物対策課

問い合わせ先 東京都島嶼町村一部事務組合（電話番号　03-3432-4961）

―八丈島管理型最終処分場ニュース　第８号―
八丈島最終処分場放流水のダイオキシン濃度

前号では、処分場から外部へ放流し
た処理水（放流水）に含まれるダイオ
キシン類の濃度は、周辺地下水におけ
る濃度よりも低いことをお伝えしまし
た。今回は、この放流水のダイオキシ
ン類が周辺環境に及ぼす影響について、
お伝えします。

　図は、放流水に含まれるダイオキシン類の量を、周辺地下水や環境基準、排水基準におけるダイ
オキシン類の量と視覚的に比較できるよう、丸い球で表現したものです。環境基準の濃度は、人が
生涯、摂取し続けても健康に影響がない濃度として科学的に決められている濃度です。地下水につ
いては１リットル当たり１ピコグラム毒性等量（１pg-TEQ/ℓ）と定められており、環境を保全す
るための行政の目標になる基準です。また、排水基準はこの目標を達成するために工場などからの
排水について定められた基準であり、排水が自然界の地下水によって薄められる効果を勘案し、排
出口で測定した排水の濃度が環境基準の 10 倍を下回るようになるように定められています。
　図から分かるように、放流水に含まれるダイオキシン類の量は、排水基準はもちろんのこと、環
境基準と比較しても大きく下回っています。このことから、放流水は周辺環境を汚染しておらず、
これによる人の健康や生活環境に与える影響はないと考えています。

10pg-TEQ/ℓ

図：放流水、地下水、環境基準、排水基準との濃度の比較

1pg-TEQ/ℓ
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国民年金／町長上京日記

国 民 年 金 ■住民課医療年金係　電話2－1123
■港年金事務所　　　電話03－5401－3211
■日本年金機構ホームページ http://www.nenkin.go.jp/

【年金情報流出を口実にした“振り込め詐欺”や“個人情報の詐欺”にご注意ください！】
　日本年金機構において、職員の端末に対する外部からのウイルスメールによる不正アクセスにより、当
機構が保有している情報の一部が外部に流出したことが、5 月 28 日に判明しました。このうち、現時点
で確認されている個人情報は約 125 万件です。
　該当する方には、基礎年金番号を変更させていただき、そのための準備を早急に進めています。
この年金機構情報流出事案に関して次のようなことはありません。
●日本年金機構や年金事務所からお客様に電話することはありません。
　基礎年金番号の変更に関するご連絡は、後日文書をお送りします。
●日本年金機構からお客様にお金を要求することは一切ありません。
●日本年金機構がお客様にＡＴＭの操作をお願いすることは一切ありません。
●お客様の個人情報（家族構成など）を確認することはありません。
　このような電話にはご注意ください。

【年金事務所職員を名乗る詐欺にご注意ください！】
　最近、年金事務所職員を装いご自宅を訪問し、「年金の手続きが終わっていない。ご本人に代わって手
続きをするので手数料を支払ってほしい。」などと言い、その場で現金を請求するような事例が報告され
ております。
　年金事務所の職員がご自宅を訪問し、年金手続きの手数料を請求することはありません。
　年金事務所の職員を名乗った訪問や電話で不審な点がありましたら、その場で対応することなく、年金
事務所へ確認するなど十分にご注意ください。
　なお、年金事務所の職員が訪問する際は、身分証明書を携帯しておりますのでご確認ください。
●一般的な年金相談に関する問い合わせ
0570-05-1165（ナビダイヤル）PHS、IP 電話、海外からは 03-6700-1165（一般電話）
受付時間　月曜日から金曜日：8：30 ～ 17：15　　第 2 土曜日：9：30 ～ 16：00

※ただし月曜日（月曜日が祝日の場合は火曜日）は 19：00 まで受付
※土曜（第 2 土曜日を除く）・日曜・祝日・12 月 29 日～ 1 月 3 日はご利用いただけません。

●ねんきん定期便・ねんきんネット・ねんきん特別便に関する問い合わせ
0570-058-555（ナビダイヤル）PHS、IP 電話、海外からは 03-6700-1144（一般電話）
受付時間　月曜日から金曜日：9：00 ～ 20：00　　第 2 土曜日：9：00 ～ 17：00

※土曜（第 2 土曜日を除く）・日曜・祝日・12 月 29 日～ 1 月 3 日はご利用いただけません。
一般の固定電話からおかけになる場合は全国どこからでも、市内通話料金で利用できます。ただし、
一般の固定電話以外（携帯電話等）からおかけになる場合は、所定の通話料金がかかります。

※ 「0570」の最初の「0」を省略したり市外局番をつけたりして間違い電話にならない様注意してく
ださい。

町 長 上 京 日 記　６月
15 日～ 17 日
◦ ANA1892 便にて上京
◦全国街路事業促進協議会総会
◦ ANA1891 便にて帰島
18 日～ 21 日
◦ ANA1894 便にて上京
◦八丈島空港ターミナルビル㈱株主総会
◦ JRA 八丈島特別表彰式
◦ ANA1891 便にて帰島

24 日～ 25 日
◦ ANA1892 便にて上京
◦国土審議会離島対策分科会
◦ ANA1891 便にて帰島
28 日～ 30 日
◦ ANA1892 便にて上京
◦東京都離島航路地域協議会
◦日本水難救済会に係る説明会
◦「島じまん 2016」実行委員会
◦伊豆諸島・小笠原諸島地域力創造対策協議会
◦ ANA1895 便にて帰島
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国保だより／水道だより／住民係からのお知らせ

国 保 だ よ り ■問い合わせ■　住民課医療年金係　電話 2-1123

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、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

医療年金係にご連絡ください。また、被保険者証の裏面に臓器提供意思表示欄を設けています。記入は任
意であり、義務付けるものではありませんが、意思表示にご協力をお願いします。

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 27 年度中に 65 歳を迎える方…

有効期限は誕生月の月末までと設定されています。新しい一般被保険者証は、町役場から有効
期限前に郵送します。

○平成 27 年度中に 75 歳を迎える方…
有効期限は、誕生日の前日に設定されています。新しい後期高齢者被保険者証は、広域連合よ

り郵送されます。

◆「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。
◆病気や事故などにより保険税の納付が困難な方には、申請による減免制度がありますのでご相談ください。
※ その他、国民健康保険証や制度について分からないことや、疑問に思うことなど、いつでもご相談くだ

さい。

住民係からのお知らせ
◎平成 27 年 10 月にマイナンバー（個人番号）が通知されます
　・住民票を有するすべての方に一人一つの番号（12 桁）が通知されます。
　・ 住民票の住所に、基本４情報（氏名、住所、生年月日、性別）とマイナンバーが記載された紙製の通知カー

ドが郵送される予定です。
　・ 通知を確実にお受け取りいただくため、今のお住まいと住民票の住所が異なる方は、住所変更の手続を

お願いします。

水道だより水道だより
●水道関係の届けは忘れずに
　町から給水を受けている方で次の場合は、企業課水道係または各出張所へ届け出てください。
　○使用者または所有者が死亡した場合
　○転入・転出にともない給水を開始、中止する場合
　○量水器（水道メーター）に接続されていない給水管を発見した場合
● 給水装置工事は一部の簡易なものを除き、八丈町指定給水装置工事事業者でなければ施工できません。

次の場合は八丈町指定給水装置工事事業者へご相談ください。
　○新築・増築・改築にともない宅内配管の新設、追加、改造などの給水装置工事を行う場合
　○解体などで敷設の水道を撤去する給水装置工事を行う場合
●お盆期間中の八丈町指定給水装置工事事業者当番
　８月 13 日（木）　沖山産機㈱　　８月 14 日（金）　㈱佐々木住設
　８月 15 日（土）　高橋建設㈲　　８月 16 日（日）　㈲秋田設備

水道料金のお支払いは便利な「口座振替」で

■問い合わせ■　住民課住民係　電話2－1123

■問い合わせ■　企業課水道係　電話2－1128
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障害者巡回相談／介護保険負担割合証交付

障害者巡回相談（18 歳以上対象）を実施します
東京都心身障害者福祉センターでは、巡回相談を
以下の日程で実施します。
日　　時　10 月７日（水）、８日（木）
　　　　　（８日は午前のみ）
場　　所　八丈町民ギャラリー特設ブース
　　　　　（町役場１階）
※ 予約人数によってはいずれか１日になる場合が

あります。予約制のため、下記の日時に予約を
してください。時間などを追って通知します。

予約期間　８月３日（月）～８月７日（金）
受付時間　平日　午前９時～午後５時
　　　　　（正午～午後１時を除く）
・ ご相談内容によっては、病院への受診を優先する

ことがあります。
・ 巡回相談では医療行為（診察・治療など）は行い

ません。

■申し込み・問い合わせ　福祉健康課　障がい福祉係　電話 2－5570

介護保険負担割合証を交付します
　平成 27 年８月から介護保険制度が改正され、一定以上の所得がある方は、介護サービスを利用したとき
の負担割合が２割になります。これに伴い、要介護・要支援認定を受けている方全員に介護保険負担割合証
を交付します。負担割合の判定基準は下表のとおりです。

１割負担 ①生活保護を受給されている方

②本人が市町村民税非課税の方

③本人が市町村民税課税で合計所得金額が 160 万円未満の方

④本人が市町村民税課税で合計所得金額が 160 万円以上だが、年金収入とその他の合計所得
金額の合計が単身で 280 万円未満の方

⑤本人が市町村民税非課税で合計所得金額が 160 万円以上だが、年金収入とその他の合計所
得金額の合計が 65 歳以上の方が２人以上いる世帯で 346 万円未満の方

⑥第２号被保険者（40 歳～ 64 歳）の方

２割負担 本人が市町村民税課税で合計所得金額が 160 万円以上であり、上記④・⑤に該当しない方

介護サービスを利用する際には、介護保険被保険者証と一緒に介護保険負担割合証を介護サービス事業者な
どへ提出してください。

■問い合わせ■　福祉健康課高齢福祉係　電話 2－5570

対象者
① 目（視覚）、耳（聴覚）、身体的に不自由な方（肢

体不自由）で、身体障害者手帳を新規取得した
い方、または上記障害の手帳所持者で程度変更
を希望される方

② ①の対象者で補装具（義肢・装具・座位保持装置・
補聴器・車いすなど）の新規交付を受けたい方、
または過去に上記補装具の交付を受けた方で修
理などの相談がある方

※ただし、介護保険法対象者（65 歳以上の障が
い者・特定疾病による 40 歳～ 64 歳の障がい者）
の方は車いす（標準型）の交付を除きます。
③ 愛の手帳（知的障害者手帳）を新規取得したい方、

または上記手帳所持者で程度変更を希望される
方（児童時に取得した方でも成人時の再判定が
済んでない方は申し込みください）
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平成 27 年度　介護保険負担限度額認定／臨時診療日、専門外来診療

・糖尿病教室　８月７日（金）　・耳鼻咽喉科　８月 17 日（月）～ 19 日（水）
　その他、専門外来診療は下記のとおりですが、予約制となっています。
科によって予約の取り方が異なりますので、詳しくは院内予約係窓口または、お電話にて問い合わせくだ
さい。電話の受付時間は平日の午前８時30分から正午までです。
○その他の専門外来診療
・精神神経科　・整形外科　　・内分泌内科　・皮膚科　・糖尿病内科
・腎臓内科　　・消化器内科　・神経内科　　・眼科　　・循環器内科　・泌尿器科

■問い合わせ■　町立八丈病院　電話2－1188

町立病院臨時診療日　その他、専門外来診療

平成27 年度　介護保険負担限度額認定について
　介護保険３施設（介護老人福祉施設・介護老人保健施設・介護療養型医療施設）やショートステイを利
用する方の居住費・食費についてはご本人による負担が原則ですが、低所得者の方については居住費・食
費の上限額《負担限度額》が定められ、費用負担が軽減されます。
平成 27 年８月の制度改正により、新たな認定要件が次のとおり追加されています。
①本人および配偶者の預貯金などの資産の勘案
　一定額超の預貯金など（単身の場合は 1,000 万円超、夫婦では 2,000 万円超）がある場合、介護保
険負担限度額認定は非該当となります。対象資産は下表のとおりです。

≪対象資産≫資産の種類 提出書類

預貯金（普通・定期）

通帳の写し（２か所）
①通帳表紙の裏面
②口座残高の記載ページ（最終残高の記載ページ）
※証書の場合は、銀行名、支店、口座名義、残高などがわかるもの

有価証券
（株式・国債・地方債・社債など）

証券会社や銀行の口座残高の写し ( 口座名義がわかるもの )

投資信託
銀行、信託銀行、証券会社などの口座残高の写し ( 口座名義がわか
るもの ) ※ウェブサイトの写しも可

現金（いわゆるタンス預金） 自己申告

負債（借入金・住宅ローンなど） 借用証書などの写し

②配偶者（事実婚も含む）の所得の勘案
　制度改正前は、世帯分離を行っている配偶者の課税状況は勘案していませんでしたが、今回の制度改正
により、配偶者と世帯分離をしていても、配偶者が市町村民税課税者の場合、介護保険負担限度額認定は
非該当となります。※事実婚（内縁）の場合も、対象となりますのでご注意ください。
●資産調査同様に、不正受給が判明した場合は、給付した額の返還に加えて、給付額の最大２倍の加算金
を徴収することがあります。
●一定額超の預貯金など（単身の場合は 1,000 万円超、夫婦では 2,000 万円超）がある方で、負債（借
入金・住宅ローンなど）がある方でも預貯金額などから負債額を差し引いた結果、単身の場合は 1,000
万円、夫婦では 2,000 万円以下の場合は認定を受けられる可能性がありますので、負債金額を申請書に
記入のうえ、負債金額が分かる書類（借用証書など）の写しをご提出ください。
●配偶者がいる方は住所および世帯の別に関わらず、配偶者名義の書類（通帳などの写し）の提出、課税
状況の記入が必要となります。
●夫婦ともに軽減を受けようとする方は、それぞれの申請書に夫婦２人分の必要書類を添付してください。

■問い合わせ■　福祉健康課高齢福祉係　電話 2－5570
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教育委員会だより／ 8 月航路ダイヤ

教育委員会だより ■問い合わせ■　教育課庶務係　電話2－7071

■八丈町教育相談室 電話　２－０５９１　毎週火・金曜日　午前８時３０分～午後５時
■東京都教育相談センター 電話　０３－３３６０－８００８
 　平日　午前９時～午後９時　土・日・祝日　午前９時～午後５時
■東京いのちの電話　　　　　　　電話　０３－３２６４－４３４３（２４時間）

三根小学校　～１学期の学校生活から～
砂浜アート
　全校で底土に出かけ、砂浜でアートを作りました。１年生
から６年生までのたてわりのグループで、それぞれのテーマ
に合わせた作品作りを楽しみました。できた後にはみんなで
他のグループの鑑賞を行い、最後に校長先生からそれぞれの
班に表彰状が渡されました。
　午後は３年生以上の児童が中学生や婦人会の方々と共に海
浜清掃を行いました。
　良い天気に恵まれ、楽しい１日を過ごすことができました。

音楽教室
　 八丈混声合唱団の皆さんに来ていただいて音楽の鑑賞を行
いました。音楽教室は今年で３年目の取組です。アカペラの曲
や男声合唱・女声合唱・ソプラノ独唱などいろいろな歌をきか
せてくださり、生の歌声の美しさを堪能しました。子供たちの
感想からは、「あんな声を出してみたい」「曲をきいて世界を旅
している気分になった」「心が温かくなった」「声にはいろいろ
な高さがあることを知った」などの感想が出ていました。

たてわり活動
三根小では年に数回たてわりのグループ活動を行っています。
６年生が計画を立て、中心になって運営する遊びを行います。
異学年の子供たちが一緒になって遊ぶ楽しみな活動です。
　この他にも、たてわり集会でのゲームや体力測定など、上
級生が下級生の面倒を見る場面が設定されています。

【東海汽船】　電話 2－1211「橘丸」
　三宅島・御蔵島経由　東京竹芝－八丈島
※ 9/23 まで八丈島発船便は大島を経由
< 東京竹芝発 22:30> < 八丈島発 9:40>

【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://tohoair-tal.jp/
　…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

便名 羽田発 八丈島着 機種 便名 八丈島発 羽田着 機種

1891  7:30  8:25 A320 1892  9:05 10:00 A320

1893 12:15 13:10 B738 1894 14:20 15:15 B738

1895 15:50 16:40 A320 1896 17:20 18:20 A320

【ANA】電話　0570－029－222 機体情報　最大乗員数 A320　166 人　　B738　167 人

8/1 ～ 8/31 普通運賃 往復割引（片道）

羽田＝八丈島 23,590 15,290
※運航事業者の都合により、急な時刻変更などあり

ますので、ご注意ください。

○ 8月の航路ダイヤ
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子どもの定期予防接種のお知らせ／母子保健

●四種混合集団接種
　日時：　８月13日（木）　午後３時～午後３時30分
●ＢＣＧ集団接種
　日時：　８月19日（水）　午後３時～午後３時30分
●ヒブ集団接種＆小児用肺炎球菌集団接種
　日時：　８月27日（木）　午後３時～午後３時30分
●予約制個別接種
　日時：　８月13日（木）　午後３時30分～午後４時
　　　　　８月27日（木）　午後３時30分～午後４時
　※今年度より受付時間が変更になっています。
●会場：町立八丈病院小児科
　予約制個別接種は、お子さんの体調不良などで集団接種の機会を逃した方や時間の都合がつかない方な
どのために、毎月第２、第４木曜日に設けており、事前予約が必要です。ご希望の方は、実施日の１週間
前までに問い合わせ先までご連絡ください。

■予約・問い合わせ■　福祉健康課保健係　電話2－5570

子どもの定期予防接種のお知らせ

母子保健 ■問い合わせ・申し込み■　福祉健康課保健係　電話２－ 5570

※健診の対象者には個別通知します　

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カ月乳児・産婦健康診査  ８月11日（火）　受付：午後１時15分～１時45分
　○対象　平成27年３月17日～平成27年５月11日生まれの乳児とその産婦
２歳児歯科健康診査  ８月５日（水）　受付：午前９時15分～10時
　○対象　平成25年５月14日～平成25年８月５日生まれの幼児
３歳児健康診査　 ８月18日（火）　受付：午後１時15分～１時45分
　○対象　平成24年６月24日～平成24年８月18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18日（火）　午前９時～午後４時　○対象　１歳６カ月以上の未就学児
　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10日（月）　午前９時30分～11時30分
　日頃の子育ての中から出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・助産師が応じ
ます。母子健康手帳を持参してください。
両親学級（要電話予約）　日時：下記4回コースで行います。　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。お母さんの体調が良い時にいらしてください。お父さんも歓迎します。
１回目　８月 7日（金）午後１時30分～３時30分  妊娠中の生活の工夫、お母さんと赤ちゃんの栄養
２回目　８月13日（木）午後１時30分～３時30分  お産を迎える準備（お産の進み方、呼吸法）
３回目　８月20日（木）午後１時30分～３時30分   歯の健康（歯科健診・口腔内の健康の話）、マタニ

ティ体操、沐浴
４回目　８月27日（木）午後１時30分～３時30分  赤ちゃんの健診・病気、産後の話
もぐもぐ離乳食（要電話予約）　　会場：保健福祉センター
8月25日（火）  午前10時～11時30分
　生後7カ月から11カ月（中期）の保護者を対象として、お子さんの月齢や発達に合った離乳食の進
め方についての教室を開催しています。安心して離乳食を進めることができるように実際に試食しなが
ら、離乳食についての不安を一緒に解決しましょう。
　○持ち物：三角巾、エプロン、母子手帳、おんぶ紐（必要な方）
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図書館からのお知らせ／子ども家庭支援センターからのお知らせ

●講演会「晴れ ときどき 本　～本を楽しむきっかけづくり～」
　平成 27 年８月１日（土）午後２時～　八丈町役場　１階　研修室
　講師：坂部 豪 氏（日本図書館協会児童青少年委員長）
　 〈子供が本を好きになる、本を楽しむ〉きっかけをどう作るか、子供の本に関わってきた専門家が分か

りやすく教えてくれます。子供の読書に興味がある方はぜひご参加ください！
●八丈町立図書館推進委員を募集します
　 任期満了に伴い、八丈町立図書館推進委員を募集します。八丈町立図書館の円滑かつ効率的な運営を

図るため、意見を述べていただきます。
　○募 集 数：３名（応募多数の場合、書類審査などを行います）
　○応募方法：図書館カウンターで配布している申込書にご記入のうえ、図書館にお持ちください。
　○応募条件：20 歳以上の方　　○応募締切：８月 14 日（金）
●今月のおはなし会　８日（土）午前 10 時～ 11 時　こどものほんのへや
　読み聞かせ：八丈町立図書館（三根）※都合により変更する場合があります。
　今回はどんなおはなし会かな？　おはなし好きな子、おじゃりやれ♪
●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
●新着図書　＊最新情報は八丈町公式サイトをご覧ください。ほぼ毎週更新しています＊
　『アノニマス・コール』薬丸 岳 著 　　　　 『娘が妊娠したら親が読む本』竹内 正人 著
　『ペットボトルの科学館』伍井 一夫 著 　　 『30000 このすいか』あき びんご 作

＊返却期限を過ぎていませんか？　お手元の本、雑誌、DVD などの返却日をご確認ください！＊
■問い合わせ■　教育課スポーツ学習係　電話2－0797

図書館からのお知らせ

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８時 45 分～午後５時　第２土曜日　午前 9 時～正午
　　　　第２土曜日以外の土、日、祝日はお休みです。

交流ひろばの催し　毎週水曜日　午前 10 時 30 分～ 11 時
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（水）　おもちゃ作り
　　　　12 日（水）　中庭で遊ぼう（雨天中止）
　　　　19 日（水）　人形劇遊び
　　　　26 日（水）　警察防犯係によるお話
※育児・保健相談は随時受け付けしています

　就学前のお子さんの身体測定　催し物がある日以外で可能なときに測定します
■問い合わせ■　子ども家庭支援センター　電話 2－4300

第２土曜日（８日）も
０～３歳を対象に交流ひろ
ばを開放しています♪

八丈町立図書館臨時職員募集
◇勤務時間：午前９時～午後５時４５分／月５日程度（土日勤務あり、増減あり）
◇主な仕事内容：カウンター業務（利用者応対、パソコン、インターネット使用）、資料登録、本棚整理
◇時　　給：８９０円　　◇応募締切：8 月 11 日（火）　後日面接を行います。
◇必要書類：履歴書（町指定様式／図書館で受け取るか、町ホームページからダウンロード）
◇応募資格： 八丈町に住所を有する方（見込み含む）で、パソコン操作（エクセル・ワード）ができ、業
　　　　　　務に対応できる方

■応募・問い合わせ■　教育課スポーツ学習係　電話 2-0797
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税のお知らせ／し尿・雑排水などの収集運搬業務の休業日のお知らせ

■問い合わせ■　税務課　電話 2－1122税のお知らせ税のお知らせ
税金の納付には口座振替が便利です。
○口座振替のできる金融機関
・七島信用組合の本店・支店　　・みずほ銀行の本店・支店　　・全国のゆうちょ銀行
○口座振替の手続き　金融機関への申し込み
・ 上記の預貯金口座のある金融機関に預貯金通帳、届出印、納税通知書、預貯金口座依頼書、自動

払込利用申込書を提出してください。
　おおむね２カ月後以降の納期分より振替になります。

申　告　の　受　付
　下記の日程で、申告の受付・記入の相談を行います。
　申告がまだお済みで無い方や扶養控除、障害者控除などを申告漏れした方は、この機会を
ご利用ください。
　■期　間　８月５日（水）～８月 7 日（金）　　午前９時～午後４時
　■会　場　町役場１階　相談室３・４または税務課（12 番窓口）

町税の滞納処分を強化しています　■問い合わせ■　税務課徴収係　電話2－1122
～税負担の公平性を確保するために～
～公売実施結果～
　八丈町では、滞納者から差押えた財産の公売（入札）を実施（平成27年５月24日実施）し、結
果は次のとおりです。

公売物件数 入札件数 落札件数 落札代金（合計）
10件 36件 10件 49,600円

　落札代金については、滞納金に充当しました。
　今後も、納期限内に納めない、納付相談を行わない、納付相談の要請に応じない場合には、納期
限内に納めていただいている方との公平性を保つため、調査および差押を行っていきます。
～消費者金融への過払い金について～
　八丈町が実施した滞納者への捜索の結果、過払い金の事例が発見され、裁判の結果、消費者金融
から返還され滞納が解消された例がありました。「消費者金融への返済が原因で税を滞納してい
る」とお心当たりの方はご相談ください。
納付にお困りの方は必ずご相談ください
　病気や怪我、事業の休廃止などの事情により、納期限までに納付できずにお困りの方は、必ず納
付相談を行ってください。役場の業務時間内に来庁できない方へは、電話申込により平日の夜間
（午後５時15分～午後７時）に納付相談を行っていますのでご利用ください。

し尿・雑排水などの収集運搬業務の休業日のお知らせ
　し尿・雑排水などの収集運搬業務の休業日は第２・４土曜日、日曜日、祝日です。この時期は依頼
が増えることが予想されますので、収集運搬が必要な方は余裕をもって申し込みください。８月のし
尿・雑排水などの収集運搬業務の休業日は次のとおりです。

２日　（日） ８日（第２土） ９日（日） １６日（日）
２２日（第４土） ２３日　（日） ３０日（日）

収集運搬業務の受付時間　午前８時～午後４時
収集運搬業者　㈱八丈島衛生総合企画　電話番号　2-0855
手数料、使用料などの納め忘れはありませんか？
し尿・浄化槽汚泥の汲取り手数料や、町設置の合併処理浄化槽の使用料などは納期限内に納めてくだ
さい。納入通知書を紛失されても町会計課および各出張所でお支払いできます。

■問い合わせ■　住民課浄化槽係　電話 2－1123
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公開講座のご案内／八高天体観測教室のご案内

八高天体観測教室のご案内
　八丈高校の大型天体望遠鏡を使って夏の星空を見てみませんか？
実施日　８月 17 日（月）、18 日（火）、19 日（水）、20 日（木）、21 日（金）
　　　　午後７時～９時　※雨天・曇天中止
申込方法

①電子メールにて氏名、年齢、参加希望日、参加人数をご連絡ください。
②件名は必ず「天体観測教室の申込み」としてください。（迷惑メールとの区別のため）
③ 未成年者の場合は保護者が申し込みください。また、中学生以下は保護者同伴となります。ご

不明の点がありましたら八丈高校定時制課程までメールか電話で問い合わせください。夏季休
業中は返信が遅くなることがありますが、先着順で対応しますのでご了承ください。

問い合わせ・申し込み　八丈高等学校定時制課程（電話受付時間　平日　午後２時～６時）
　　　　　　　　　　　電話 2－1181　メール：S1000213@section.metro.tokyo.jp

公開講座のご案内
○講座名　【趣味の園芸と食品加工講座】
　内　　容　土の話、観葉植物の育て方、レイ作り、大豆の加工についての講義と実習
　実 施 日　10 月 10 日（土）午後１時３０分～４時３０分「土の話」
　　　　　　10 月 17 日（土）午後１時３０分～４時３０分「大豆の加工①」
　　　　　　10 月 24 日（土）午後１時３０分～４時３０分「観葉植物の育て方」
　　　　　　11 月  ７日（土）午後１時３０分～４時３０分「レイ作り」
　　　　　　11 月 28 日（土）午後１時３０分～４時３０分「大豆の加工②」
　場　　所　八丈高校　実習棟１階　農業基礎実習室
　定　　員　20 人　　費　　用　　受講料 1,500 円（事前納付）
　そ の 他　材料費はかかりません。持ち物などの詳細は、当選者に追って連絡します。

○講座名　【洋裁の基礎　Part. ３　ジャンパースカートを作ろう！】
　内　　容　ジャンパースカートや小物を作りながら縫い方の応用を学ぶ
　実 施 日　10 月 17 日（土）午後１時～５時　ジャンパースカート製作
　　　　　　10 月 24 日（土）午後１時～４時　ジャンパースカート製作・小物製作
　　　　　　10 月 31 日（土）午後１時～４時　仕上げ・洋裁の応用
　場　　所　八丈高校　３階　被服室
　定　　員　12 人　　費　　用　　受講料 1,000 円（事前納付）
　そ の 他　布などの材料は各自で用意していただくため、材料費はかかりません。
　　　　　　持ち物などの詳細は、当選者に追って連絡します。
　募集期間　平成 27 年８月３日（月）～８月 24 日（月）必着
　応募方法　往復はがきに講座名、住所、氏名、年齢、性別および電話番号をご記入ください。
　　　　　　下記のＵＲＬから電子申請も可能です。電子申請には住基カードと公的個人認証が必要です。
　　　　　　都立学校公開講座一覧　http://www.schoolopen.metro.tokyo.jp/kokaikoza/html/kokaikoza.html
　　　　　　※定員を超えた場合は抽選となります。
　応募・問い合わせ　〒 100-1401　東京都八丈島八丈町大賀郷 3020 番地
　　　　　　　　　　八丈高等学校　公開講座担当　電話 2－1181
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第 16 回　八丈島納涼花火大会／観光 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　電話2－1125

来島者数・観光客数推計
空　　　路 海　　　路 合　　　計 観光客（推計）

前年比
27 年度 26 年度 27 年度 26 年度 27 年度 26 年度 27 年度 26 年度

4 月 5,865 6,900 1,158 753 7,023 7,653 5,495 5,988 ▲8.2%

5 月 7,024 7,865 1,972 1,479 8,996 9,344 8,592 8,924 ▲3.7%

６月 4,877 5,060 1,224 1,000 6,101 6,060 4,612 4,581 　0.7%

計 17,766 19,825 4,354 3,232 22,120 23,057 18,060 18,797 ▲3.9%

行事
予定

8 月　　　豪華客船「にっぽん丸」寄港  １日（土）
　　　　　八丈島浜遊び　（場所：底土カヌー揚場）  2 日（日）
　　　　　八丈島納涼花火大会（底土海岸） 10 日（月）、11 日（火）
　　　　　盆踊り（各地域） 13 日（木）～ 15 日（土）
　　　　　豪華客船「ぱしふぃっくびぃなす」寄港 25 日（火）
9 月　　　ユニバーサルキャンプ（底土野営場）　　　  12 日 ( 土 ) ～ 14 日（月）

第 16 回　八丈島納涼花火大会
場所　底土海岸にて開催

○８月１０日（月）前夜祭　　午後４時３０分開場　　　
○８月１１日（火）大会当日　午後４時３０分開場　午後８時１１分　花火打上げ
　舞台プログラムは、赤ちゃんハイハイレース、カラオケショー、八丈太鼓、フラダンスなどが行われる
予定です。

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に参加する、１歳前後の赤ちゃんを募集しています。
参加希望の保護者の方は、ご連絡ください。
〇受付　沖山　電話：2－4060　携帯：090-1535-1999　FAX：2-1682

■花火大会実行委員会からのお願い■
　イベント中の小型無人飛行機（ドローン）の使用は、ご遠慮ください。
■問い合わせ■
八丈島納涼花火大会実行委員会　会　長　沖山重彦　電話 2－4060　ＦＡＸ 2－1682
　　　　　　　　　　　　　　　事務局　　　　　　電話 2－1125　ＦＡＸ 2－4437

八丈町プレミアム商品券

７月に一度購入した方も、
もう一度購入できます！！

内容については、今月の折込をご覧ください。

■問い合わせ■　八丈町商工会　電話 2-2121
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参加しませんか？募集しています！

がじゅまる広場・とびっこクラブ（八丈町放課後子どもプラン）指導員募集！！
　子どもが好きな方ならどなたでも大歓迎です！あなたも一緒に働きませんか？
対 象 者　体力に自信があり、子どもが好きで、町内に住所を有する方
　　　　　高校生についてはご相談ください。
業務内容　 放課後子どもプラン（がじゅまる広場、とびっこクラブ（学童））に参加する小学生児童への

安全管理、指導など
勤務場所　各小学校
勤務時間（シフト制）　放課後（おおよそ午後２時・場合によって午後０時30分）～午後６時30分
　　　　　　　　　　  （日祝を除く）
時　　給　890円（保育士、幼稚園教諭、教員免許等保持者は優遇。履歴書に記入のこと）
応募方法　 八丈町指定の履歴書（福祉健康課厚生係・教育課生涯学習係窓口、または八丈町公式ホーム

ページからダウンロード）により応募ください。
応募受付　福祉健康課厚生係または教育課生涯学習係にお持ちください。
勤務条件など　八丈町臨時職員の任用に関する規程などによります。
※ 採用方法、注意事項、詳しい事業内容などは問い合わせいただく

か、八丈町公式ホームページをご覧ください。

■問い合わせ■　教育課生涯学習係　電話 2－7071
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凧づくり教室指導者募集！
　八丈町教育委員会では、各地域の子どもたちを中心に多くの方が、八丈島の伝統的な為朝凧づくりを体
験するとともに、その技術の継承を目的とした、「八丈島の伝統的為朝凧づくり事業」の凧づくり指導者
を募集しています。
募集期間　平成27年９月11日（金）まで
条　　件　・為朝凧づくりの経験があり、指導のできる方
　　　　　・10月～12月の間、午後６時以降に活動ができる方（６～８回程度予定、日程など要相談）
　　　　　・１月の凧上げ大会を補助できる方（１月１７日（日）予定）
　　　　　※指導者謝礼などについては問い合わせください。

■問い合わせ■　八丈町教育委員会　電話 2－7071

小学生親子クッキング
事前予約　申込開始　８月３日（月）から　　＊定員（約16名）となり次第締め切ります。
　夏休みに食育を楽しむ機会をつくってみませんか？親子で一緒にできるクッキング教室を開催します。
多くの方の参加をお待ちしています。
日　　時　８月23日（日）午前10時～午後1時　　　　　　　場　　所　保健福祉センター
持 ち 物　エプロン・三角巾　　　　　　　　　　　　　　　　申込期限　８月14日（金）まで　　

■問い合わせ・申し込み■　福祉健康課保健係
電話 2－5570

指導員さんの声
保護者でもない、先生でもない、ただのおばさんの私ですが、子ども達と笑い、全力
で遊び、時に注意する事もあり、いつも、いつも子ども達に、パワーをもらっています。
あなたも是非、指導員になってみませんか？ ～三小指導員より～
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※履歴書は八丈町ホームページからダウンロードするか、町立八丈病院事務局で受け取ってください。勤
務条件など詳細については、問い合わせください。

■問い合わせ・申し込み■　町立八丈病院事務局　電話2－1188

～職員募集～
◆看護師　若干名　　◆助産師　２名　　◆薬剤師　１名
○対 象 者　資格保有者　　○選考方法　職員採用試験
○１次試験　書類選考　　　○２次試験（１次試験通過者のみ）口述試験（面接）

町立八丈病院からの募集案内！

～薬剤師（パート）募集～
○対 象 者　資格保有者　　○選考方法　面接など
○内　　容　薬剤師　　　　○提出書類　履歴書など　　○勤務時間　応相談

～看護助手（パート）募集～
○対 象 者　健康状態が良好で看護に興味のある方　　○選考方法　面接など
○内　　容　看護助手　　○提出書類　履歴書　　　　○勤務時間　応相談

八丈島JAZZフェスティバル2015
　「八丈島 JAZZ フェスティバル 2015」は島の子どもたちと地域の大人たちによる手作りのイベントで
す。過去２回のステージに出演した島の中高生たちが、「自分たちが得たものを後輩たちに伝えていきたい」

「島の未来のためにこのイベントを続けていきたい」と企画段階から関わり、大人とともにこのフェスを
作り上げてきました。子どもたちの想いが詰まった JAZZ フェス、ぜひご来場ください。
～プログラム～
8 月 21 日（金）午後 6 時 30 分開演 　～子どもたちによる子どもたちのためのジャズフェス
出　演：富士中吹奏楽部、三原中音楽部、島内小学生有志（公募）、八丈島社会人吹奏楽団　
　　　　スペシャルゲスト：宮本大路（Sax,Fl,Cl）岡崎好朗 (Tp)、上杉優 (Tb)

8 月 22 日（土）午後６時 30 分開演 　～プロミュージシャンによるジャズライブ
出　演：宮本大路（Ss,As,Bs,Fl,Cl）、高橋ゲタ夫 (B)、岡崎好朗 (Tp)、上杉優 (Tb)、
　　　　青柳誠 (P)、藤井摂 (Dr)
会　場：両日とも八丈町多目的ホール「おじゃれ」
※入場料など、詳細は今月の折込をご覧ください。
主　催：八丈町多目的ホール「おじゃれ」運営委員会 　八丈島文化協会
後　援：八丈町　八丈町教育委員会　八丈島観光協会
　　　　（特）八丈島あそびと文化の NPO あびの実

■問い合わせ■　八丈島文化協会　電話 2－2833　メール：info@hachijo-jazz.com

郷 土 料 理 教 室
事前予約　申込開始　８月３日（月）から　　＊定員（約16名）になり次第締め切ります。
　八丈島の郷土料理をこれから勉強してみたいと考えている方、一緒につくってみませんか？
年４回開催予定の第２回目です。今回のテーマは八丈島の食材を中心とした料理です！
日　　時　９月７日（月）　午前10時～午後１時　　場　　所　保健福祉センター
持 ち 物　エプロン・三角巾・筆記用具　　　　　　 申込期限　８月31日（月）まで

■問い合わせ・申し込み■　福祉健康課保健係
電話 2－5570



8月20156月2015
日 月 火 水 木 金 土

1
にっぽん丸寄港
図書館講演会
14：00 ～ 15：30
商工会研修室

3 4 5 6 7 82
八丈島浜遊び

し尿収集運搬休業日
コミュニティセンター休館日
図書館休館日

２歳児歯科健診
9：15 ～ 10：00 受付

両親学級１回目
13：30 ～ 15：30

図書館おはなし会
10：00 ～ 11：00

し尿収集運搬休業日
9 10 11 12 13 14 15

 八丈島納涼花火大会前夜祭
16：30 ～開場
すくすく相談

9：30 ～ 11：30
コミュニティセンター休館日
図書館休館日

八丈島納涼花火大会
16：30 ～開場
3 ～ 4 カ月児産婦健診

13：15 ～13：45 受付

両親学級２回目
13：30 ～ 15：30

16 17 18 19 20 21 22
プレミアム商品券販売日

し尿収集運搬休業日
プレミアム商品券販売日

コミュニティセンター休館日
図書館休館日

３歳児健康診査
13：15 ～ 13：45 受付

子ども心理相談
9：00 ～ 16：00

両親学級３回目
13：30 ～ 15：30

し尿収集運搬休業日

23 24 25 26 27 28 29
親子クッキング教室

10：00 ～ 13：00
し尿収集運搬休業日

コミュニティセンター休館日
図書館休館日

ぱしふぃっくびぃなす寄港
もぐもぐ離乳食

10：00 ～ 11：30

両親学級４回目
13：30 ～ 15：30

図書館休館日

30 31
し尿収集運搬休業日 コミュニティセンター休館日

図書館休館日

町 立 病 院
臨 時 診 療 日

温 泉 休 業 日

8月のゴミ分別回収

（受付時間／ 8：00 ～ 11：00）

燃…燃やせるごみ　びん…空きびん　資源…資源ごみ　害…有害ごみ　金属…金属ごみ　古着…古着

※定休日が祝日の場合は営業いたします。

診　療　日 診療時間
耳鼻咽喉科 8 月 17 日（月）～ 19 日（水）  9：00 ～
糖尿病教室 8 月  7 日（金）  8：30 ～

日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土
 1  1  1

 2 3 4 5 6 7  8  2  3  4  5  6  7  8  2  3  4  5  6  7  8

金属 燃・害 資源
古着 燃・害 燃・害 資源

古着 燃・害 金属 燃・害 資源
古着 燃・害 金属

 9 10 11 12 13 14 15  9 10 11 12 13 14 15  9 10 11 12 13 14 15

金属 燃・害 資源 びん 燃・害 燃・害 資源 燃・害 金属 燃・害 資源 燃・害 金属
16 17 18 19 20 21 22 16 17 18 19 20 21 22 16 17 18 19 20 21 22

金属 燃・害 資源 燃・害 燃・害 資源 燃・害
びん 金属 燃・害 資源 燃・害

びん 金属
23 24 25 26 27 28 29 23 24 25 26 27 28 29 23 24 25 26 27 28 29

金属 燃・害 資源 燃・害 燃・害 資源 燃・害 金属 燃・害 資源 燃・害 金属
30 31 30 31 30 31

金属 燃・害 燃・害

三　　　根 大　賀　郷 樫立・中之郷・末吉

※初めて町立八丈病院にかかる方は、8：30 からの受付になります。
※ その他の専門外来診療は予約制です。診療科により予約方法が異なりますので、平日の

午前 8 時 30 分から正午までの間に、院内予約係窓口または電話（2-1188）にご連
絡ください。

休　　業　　日
ふれあいの湯

8 月は夏季営業期間につき、
町営温泉は休まず営業します。

みはらしの湯
ザ・ＢООＮ
やすらぎの湯

町役場開庁日 平日 8：30 ～ 17：15

※８月のみ第３土曜日もごみ受入業務を実施します。

八丈島サマーコンサート
場13：30　開演14：00

し尿収集運搬休業日
開




