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町の人口（7月1日現在）  ( 先月 1 日比 )

転入・出生　39人（うち転入34人、出生5人）

転出・死亡　29人（うち転出21人、死亡8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 7,754人 増 10人 
 男 3,826人  増 7人
 女 3,928人 増 3人
世帯数 4,421世帯 増減 0世帯

 世帯数 男 女 人口計
三　根 2,075 1,817 1,855 3,672
大賀郷 1,468 1,258 1,294 2,552
樫　立 295 253 257 510
中之郷 380 338 360 698
末　吉 203 160 162 322
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豪華客船
シルバーディスカバラー
寄港

６月 22 日、外国人観光客を乗せた

豪華客船シルバーディスカバラー

が八丈島へ初めて寄港しました。

172 名の方々が、八丈島での観光

を楽しみました。
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「八丈島熱中小学校」10月開校 !!
～　もういちど７歳の目で世界を…　～

　熱中小学校は、昨年、山形県高畠町で開校した大人のための学び場です。今年からは、八丈町を含め３校が新たに
開校します。講師陣は 50 名以上が登録されており、起業家・経営者に大学教授、音楽家・デザイナーなど、さまざ
まな分野で活躍する方々の講演を受講することができます。島内で活躍している方も講師をお願いする予定です。
八丈島熱中小学校
　10 月 15 日（土）の入学式から３月 11 日（土）の終業式までの間で、月に１日か２日、１日に２講座（50 分×２）
全 12 講座を行います。このほか毎回、課外授業や社会科見学なども実施し、講師や生徒同士の交流の場を提供します。
　講座に参加できない場合でも、後日インターネットによる動画で受講可能です。
　大人がワクワクする授業を展開します。ご期待ください！　
　島内のみならず、島外からも入学をお待ちしています！
　入学申し込みや、スケジュールなど詳しくは、広報はちじょう今月号の折込みチラシをご覧ください。
熱中小学校グループ（姉妹校）

学　　校 開校年度
熱中小学校（山形県高畠町） 平成 27 年度開校
會津熱中塾（福島県会津若松市）　

平成 28 年度開校高岡熱中寺小屋（富山県高岡市）
八丈島熱中小学校（東京都八丈町）
北海道更別村、徳島県上板町、宮崎県小林市 平成 29 年度開校予定

■問い合わせ■　企画財政課企画情報係　電話 2 － 1120　Mail：ha130@town.hachijo.tokyo.jp
　　　　　　　　八丈島熱中小学校 Facebook ページ：https://www.facebook.com/8joNecchu/

第 35 回小笠原親善訪問
訪問団長　八丈町長　山　下　奉　也

　35 回目の小笠原親善訪問、団長として、６月４日から９日までの６日間、130 名の参加者と行ってきました。
例年は小笠原返還祭に合わせた訪問ですが、少し早い日程であったため、おまつり時期とは違った、普段の小笠
原に触れられたような気がします。
　小笠原諸島が世界自然遺産に登録されてから５年が経ちましたが、東京からも多くの乗船客がおり、まだまだ
人気が高いようです。
　往路では、第二次世界大戦中に輸送船「青龍丸」が潜水艦の攻撃を受け、犠牲となった八丈島民 57 名の船上
追悼式を行い、ご冥福をお祈りしました。
　父島二見港の入港時は、まぶしい太陽と多くの島民の皆様にお出迎えをいただきました。
　歓迎交流会では、小笠原の伝統芸能にふれ、町からも八丈太鼓を披露するなど島民同士の交流もいっそう深まっ
たものと思います。
　さて、小笠原は、世界自然遺産登録以降、外来動植物を持ち込ませない取組みなど財産である自然の保護が徹
底され、島民にも浸透しています。また来島者の増加に対応して観光業を中心に島の基幹産業を支える若い世代
が育っていると伺いました。自然保護と有効活用の両立、後継者育成、特に、八丈町でも期待されているホエー
ルウォッチングについては、小笠原が先進地です、鯨による観光振興は、ぜひ参考にしたいと思います。
　７月２日から３代目「新おがさわら丸（11,000t）が就航しました。船体が一回り大きくなり、快適性が向
上され、航海時間も短縮されています。
　今後も、小笠原村との友好都市交流事業を継続し、相互の親善、交流を図ってまいりますので、来年の親善訪
問も多くの皆様のご参加をお願いいたします。
　終わりに、滞在期間中にお世話になりました、森下一男小笠原村長をはじめ住民の皆様に感謝申し上げます。
　また来年もお会いしましょう。

第 35 回小笠原親善訪問／「八丈島熱中小学校」10 月開校！！

八丈島熱中小学校
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税のお知らせ／町長上京日記　６月

■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
　次の日程で、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、申告漏れの方は、この機会をご利用ください。

■日時　８月４日（木）、５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（１階 12 番窓口）

納付は納期限までに！

町税の滞納処分を強化しています　
～税負担の公平性を確保するために～　　　　　　　　■問い合わせ■　税務課徴収係　電話 2 － 1122
○公売実施結果
　八丈町では、滞納者から差押えた財産のインターネット公売（せり売り）を実施（平成 28 年６月 20 日～６月 22 日）
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）
７件 145 件 ７件 17,470 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。
○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、電話申込により業務時間外（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。

町 長 上 京 日 記　6月
４日～９日
◉小笠原親善訪問
◉父島・南島・母島島内視察
17日～20日
◉ANA1892便にて上京
◉ＪＲＡ「八丈島特別レース」表彰式
◉ＨＡＴ定時株主総会
◉ANA1895便にて帰島

27日～30日
◉ANA1894便にて上京
◉平成28年度離島航路地域協議会
◉新造船「おがさわら丸」竣工記念式典
◉ 平成28年度第1回伊豆諸島・小笠原諸島地域力創造対

策協議会
◉ANA1891便にて帰島
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国保だより

国保だより ■問い合わせ■　住民課医療年金係　電話 2 － 1123

高齢受給者証を発送しました！

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。

・新しい高齢受給者証の有効期限　平成 28 年８月１日から平成 29 年７月 31 日まで
　ただし、平成 29 年７月 31 日までに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（75 歳到達まで特例措置により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

所得区分 自己負担割合
自己負担限度額

外来（個人単位） 外来＋入院（世帯単位）

※現役並み所得者 ３割 44,400 円 ★１

一般 ２割 12,000 円 44,400 円

低所得Ⅱ ２割
8,000 円

24,600 円

低所得Ⅰ ２割 15,000 円
★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。ただし、現役並み
所得者の方は、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 44,400
円になります。

※現役並み所得者とは
　70 歳以上で課税所得 145 万円以上の方がいる世帯のことです。その世帯は、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、負担割合が一般区分になります。

８月の糖尿病教室のおしらせ
　町立八丈病院では毎月１回、糖尿病教室を開催しています。どなたでも参加できます。
　日時：８月 19 日（金）午前８時 30 分～ 30 分程度（飛行機欠航の場合中止）
　場所：町立八丈病院外来待合室
　◆「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わからないことや、疑問に思うことなど、ご相談ください。
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国民年金

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/

【６ヵ月前納のお知らせ～口座振替での前納のお申し込みはお早めに～】

　平成28度の国民年金第１号被保険者および任意加入被保険者の１カ月当たりの保険料は16,260円ですが、ま
とめて前払いすると、前納割引が適用されるのでおトクです。
　例：10月分から翌年３月分までの６カ月分の納付

納　付　方　法 納付額合計 割引額

毎月納付 97,560円 ─

現金・クレジットカードなどでの前納 96,770円 790円

口座振替による前納 96,450円 1,110円
口座振替とクレジットカードによる10月分から翌年３月分までの前納の申込締切日　８月末日

　申込書類の不備などによりご登録が遅れ、手続きが間に合わない場合がありますので、利用を希望する方は、
お早めに区市町村役場または金融機関などに申し込みください。
※口座振替での平成28年度分１年前納・６カ月前納（４月～９月分）・２年前納の申し込みは締切りました。
※ 既に口座振替で前納されている方は、再度の申し込みは必要ありません。ただし、１年前納から２年前納への

変更など、振替方法を変更される場合は、再度申し込みが必要です。
※保険料が一部免除された方は、口座振替の前納制度はご利用になれません。
※ 初めて口座振替で前納制度[２年前納、１年前納、６カ月前納、当月末振替(早割)]を申し込まれた場合は、直前

の３月分[６カ月前納の場合→４月末振替時は３月分、10月末振替時は９月分、当月末振替(早割)の場合→前月
分]の保険料が未納の場合は、前納保険料額と同時に振替となります。

▶▶各種問い合わせ▶▶各種問い合わせ　　※第２土曜日を除く祝日はご利用になれません。
●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：午前８時30分～午後７時　火～金曜日：午前８時30分～午後５時15分
 第２土曜日：午前９時30分～午後４時
※月曜日が祝日の場合は、翌日以降の開所日初日に午後７時まで受付。
●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～金曜日：午前９時～午後７時　第２土曜日：午前９時～午後５時
●国民年金保険料後納制度（保険料の納付の延長）に関する問い合わせ
0570－011－050（ナビダイヤル）　PHS、IP電話、海外からは03－6731－2015（一般電話）
受付時間 月　曜　日：午前８時30分～午後７時　火～金曜日：午前８時30分～午後５時15分
 第２土曜日：午前９時30分～午後４時
※月曜日が祝日の場合は、翌日以降の開所日初日に午後７時まで受付。
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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。例年依頼が増える時期ですので、
収集運搬が必要な方は余裕をもって休業日前に申し込みください。
　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。

７日  （日） 11 日（木・祝） 13 日（第２土） 14 日（日）
21 日（日） 27 日（第４土） 　 28 日 　（日） 

　収集運搬業務の受付時間　午前８時～正午、午後 1 時～ 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

■問い合わせ■　住民課環境係　電話 2 － 1123

○発泡トレー（白トレー）リサイクル事業

　平成 24 年 10 月より試行してきた発泡トレーリサイクル事業は、平成 28 年７月をもって事業を中止しま
した。八丈島婦人会をはじめ関係者の皆さんには、発泡トレーリサイクル事業にご理解・ご協力いただきあり
がとうございました。

8 月より発泡トレー（白トレー）は燃やせるごみでお出しください。

○ヤンバルトサカヤスデ対策

　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。）などして、ヤスデが家屋の周辺で繁殖しにくい環境をつくりましょう。
　家屋侵入防止対策用として薬剤（コイレット）を来年３月まで配付しますが、自然環境を考慮し乱用防止の
ため、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＞
　大賀郷地域にお住まいの方…住民課環境係　　その他の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、
ごみの回収などに町が協力します。

し尿・雑排水などの収集運搬業務の休業日のお知らせ／環境だより
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水道だより水道だより
●水道関係の届出は忘れずに
　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、またはご連絡ください。
　○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・改築に伴い宅内配管の新設、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
　※ 八丈町指定給水装置工事事業者以外が給水装置工事を行った場合には、八丈町給水条例第 37 条に基づく給水

停止を執行することがあります。
●お盆期間中の八丈町指定給水装置工事事業者当番

８月（お盆期間中）

12 日（金） 13 日（土） 14 日（日） 15 日（月） 16 日（火）

（有）沖山設備 （有）秋田設備 （株）佐々木住設 高橋建設（有） 沖山産機（株）

※水道料金のお支払いは納付期限内にお願いします。便利な口座振替をご利用ください。

■問い合わせ■　企業課水道係　電話2－1128

住民係からのお知らせ ■問い合わせ■　住民課住民係　電話 2 － 1123

○個人番号カードを申し込まれた方へ
　お渡しできる準備ができた分から、交付通知書（ハガキ）をお送りしています。
　個人番号カードを申し込まれた方は、交付通知書が届くのをお待ちください。
　交付通知書が届きましたら、次の書類をお持ちのうえ、住民係にお越しください。
　①交付通知書　　②通知カード　　③本人確認書類　※１
　なお、住民基本台帳カードをお持ちの方は、住民基本台帳カードも必要になります。
　個人番号カードの交付は原則として、本人への手渡しになります。
　代理人交付は、ご本人に病気、身体の障害その他やむを得ない理由がある場合に限られます。
　また、その理由を証明する書類などが別途必要になります。詳しくはご相談ください。
　個人番号カードを平成28年5月末までに申請した方で、交付通知書を受け取っていない方は住民係までご連絡く
ださい。
※１　本人確認書類　（例にないものについてはご相談ください）
①官公署発行の写真入り身分証明書いずれか１点
　例： 運転免許証・運転経歴証明書（交付年月日が平成 24 年 4 月 1 日以降のものに限る）・旅券・身体障害者手帳・

精神障害者保健福祉手帳・療育手帳・住民基本台帳カード（写真付きに限る）・在留カード・特別永住者証明書
など

②官公署発行の書類やそのほか身分証明書いずれか２点
　例： 健康保険証、年金手帳、預金通帳、医療受給者証、社員証、学生証、学校名が記載された各種書類など

○個人番号カードの交付通知書を受けとられた方へ
　個人番号カードの交付通知書が届いたあと、そのままになっていませんか？
　交付通知書がお手元に届きましたら、住民係の窓口にて個人番号カードの受け取りをお願いします。また、交付通
知書を受け取ったが紛失したという方は住民係までご連絡ください。

水道だより／住民係からのお知らせ
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母子保健／児童扶養手当受給者の方へ　ほか

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
３～４か月児・産婦健康診査 　　 ８月９日（火）　受付：午後１時15分～１時45分
○対象　平成28年３月15日～平成28年５月９日生まれの乳児とその産婦
１歳６か月児健康診査  ８月23日（火）　受付：午後１時15分～１時45分
○対象　平成26年12月22日～平成27年２月23日生まれの幼児
２歳児歯科健康診査    ８月10日（水）　受付：午前９時15分～10時
○対象　平成26年５月12日～平成26年８月10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23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
８月18日（木）　 午前９時～11時
　日ごろ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 ５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12日（金）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
３回目　８月18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）
４回目　８月25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30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）

児童扶養手当受給者の方へ

　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、ご提出ください。
　受付期間　　８月１日（月）～ 19 日（金）※土、日、祝日は除きます。
　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）
■問い合わせ■　福祉健康課厚生係　電話　2 － 5570

児童手当・児童育成手当受給者の方へ

　現況届の提出はお済みですか。提出されないと、６月分からの手当が受けられませんので、未提出の方は至急現況
届を提出してください。
■問い合わせ■　福祉健康課厚生係　電話　2 － 5570
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８月は○乳 ○子 医療証の現況届の提出月です／８月の子どもの定期予防接種のお知らせ

８月は○乳 ○子 医療証の現況届の提出月です

　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、お持ちの乳幼児医療証（マル乳）および義務教育就学児医療証（マル子）は、９月 30 日で有効
期間が終了します。既に医療証をお持ちの方へは７月下旬に現況届を発送しますので８月中に提出してください。ま
た、これまでに所得制限により対象外となった方で平成27年中の所得が下がった方は10月より本制度の対象とな
る可能性がありますので申し出てください。

●助成制度の概要
　医療機関窓口で健康保険証と併せて医療証を提示することで、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で次に該当する児童
　○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 22 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 13 年４月２日～平成 22 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 28 年度（平成 27 年分）の所得額が制限額を超える方
　　（例：扶養人数 0 人の場合、所得額 622 万円未満）
　・生活保護受給者など
●申請に必要なもの　※詳しくは問い合わせください。
　①医療証交付申請書兼現況届
　②印鑑（認印）
　③申請者と対象児童（全員）の健康保険証 ※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 28 年１月２日以降、八丈町に転入された方は、平成 28 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。）
　⑤申請者と対象児童（全員）のマイナンバー（個人番号）カード（IC カード）
　　またはマイナンバー（個人番号）通知カード（紙）
　※通知カードの場合は、申請者については健康保険証以外の身分証明書が必要です。
　●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１日（月）～８月３１日（水）
■問い合わせ■　福祉健康課厚生係　電話 2 － 5570

８月の子どもの定期予防接種のお知らせ
●四種混合集団接種※ ８月 10 日（水）　午後３時～３時 30 分
●ＢＣＧ集団接種 ８月 18 日（木）　午後３時～３時 30 分
●ヒブ集団接種＆小児用肺炎球菌集団接種 ８月 25 日（木）　午後３時～３時 30 分
●予約制個別接種※ ８月 10 日（水）　午後３時 30 分～４時
 ８月 25 日（木）　午後３時 30 分～４時

※ ８月第２週の四種混合集団接種と予約制個別接種の日程が都合により８月 10 日（水）に変更になっ
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
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教育委員会だより ■問い合わせ■　教育課庶務係　電話2－7071

大賀郷小学校の１学期の行事から

◇遠足　５月６日
　連休の合間に八丈の春の
海を満喫するために高学年
は垂戸海岸、低学年は大潟
浦に出かけました。行き帰
りはもちろん歩きです。高
学年の子どもたちは自分た
ちで採った「うっつぇ」や

「ひらみ」でお味噌汁を作り、
飯ごう炊さんの体験を、低
学年は水着を着て、干潟で
磯遊び体験と、十分に八丈
島の海を味わうことができ
ました。秋の遠足は山方面
を予定しています。

◇道徳授業地区公開講座・日曜授業参観　６月19日
　１時間目から開始された授業参観には約 190 名もの保護者や地域の方々、教育関係者に来校いただきました。
２時間目は、全学級で道徳の授業を実施しました。講演会のテーマでもある郷土愛を採り上げる学級が多く見られ
ました。
　その後行われた講演会では、八丈町教育委員会教育長職務代理者、元本校校長の 茂手木 清 先生から、「八丈島
再考、最高！」―島っておもしろい―というテーマでお話をいただきました。１年生から保護者までという幅広い
聴衆のため、八丈の昆虫から島の歴史に至るまでと、誰もが興味関心を示すお話をたくさん伺うことができました。
講演後の感想からも改めて八丈で暮らす意味を考える機会となった（保護者）、ぼくは将来、八丈島で仕事をした
い（児童）など、生き方を再考する機会となりました。

◇方言交流給食　５月24日（２年生）、６月13日（６年生）、６月23日（３年生）、
　　　　　　　　６月24日（５年生）、７月５日（４年生、２年生）

　八丈方言に親しみ、郷土である八丈島を愛し、誇りに思う児童を育成
するために、全学年で方言交流教室を実施しています。八丈方言を話さ
れる方を２名ずつ講師にお招きし、講話をお聴きしたり、給食を一緒に
食べながら、気軽な雰囲気の中で八丈方言に触れています。
　先日も手をつないで玄関まで見送りに来た児童から「じいー、カム
バーック！」、微笑ましい一コマでした。

■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
■東京いじめ相談ホットライン　　 電話0120－53－8288（24時間）
■東京いのちの電話　　　　　　　 電話03－3264－4343（24時間）

教育委員会だより
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●職場体験を行いました。
　６月９日と 10 日、富士中学校２年生の職場体験を行いました。
　今回は本の装備やおはなし会のポスター作り、紙芝居の並べ替え作
業など、図書館の〈裏方の仕事〉を体験していただきました。

【感想】・ 図書館を何度も利用していましたが、裏の仕事はどのような
ことをしているのか知らなかったので知れてよかったです。思いのほか体力勝負でしたが、楽し
く勉強できてよかったです。

　　　・まちがえた所もあったりしたけど、いい体験ができました。
●今月のおはなし会　13 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）
　絵本の読み聞かせや工作遊びを予定しています。みんなでおじゃりやれ♪
●今月の新着図書から。
　『帰郷』浅田 次郎 著　　　　『ジャック船長とちびっこかいぞく』ヘレン・オクセンバリー 絵
　『星と星座』藤井 旭 監修　　『ビール語辞典』リース恵実 著
　図書館ホームページの新着案内では、随時情報を更新しています。こちらもご覧ください！
●休 館 日  毎週月曜日・11 日（木・山の日）・31 日 ( 水・館内整理日 )
●開館時間 午前９時 30 分～午後５時

図書館からのお知らせ

返却期限を過ぎてはいませんか？　お手元の本・雑誌・DVDなどの返却日をご確認ください。

坂上各出張所でも返却できます。（平日午前８時30分～午後５時15分 /正午から午後１時を除く）

■申し込み・問い合わせ■　教育課生涯学習係　電話 2 － 0797

図書館からのお知らせ／平成 28 年度「家族の日」「家族の週間」

平成 28 年度「家族の日」「家族の週間」

　内閣府では、平成 19 年度から 11 月の第３日曜日を「家族の日」、その前後１週間を「家族の週間」と定め、生
命を次代に伝え育んでいくことや、子育てを支える家族と地域の大切さが国民一人ひとりに再認識されるよう呼びか
けています。また、理解や関心を更に深めるため「家族や地域の大切さに関する作品コンクール」を実施します。
　この機会にあなたのあたたかい気持ちを作品にして応募してください。
　「家族や地域の大切さに関する作品コンクール」概要
●募集内容
　写真 （１）子育て家族の力（子育て家族の絆、子どもと深める家族の絆）
 （２）子育てを応援する地域の力（地域ぐるみで子育て支援）
　手紙・メール
 （１）小学生の部　（２）中学生の部　（３）一般の部
　子育てを家族で支えあうことの大切さ、家族への感謝などの思いを伝える内容のもの、または子育てを地域や社会
が見守り応援する様子やその大切さを訴える内容のもの。
●募集期限　９月５日（月）
●表　　彰　いずれも、内閣府特命担当大臣（少子化対策）表彰と副賞
●応募方法　内閣府「家族の日」「家族の週間」ホームページに掲載
　　　　　　内閣府＞内閣府の政策＞子ども・子育て本部＞少子化対策＞「家族の日」「家族の週間」
　　　　　　http://www8.cao.go.jp/shoushi/shoushika/family/index.html

やっぱり、家族っていいね。
家 族 の 日　　平成 28 年 11 月 20 日（日）
家族の週間　　平成 28 年 11 月 13 日（日）から 26 日（土）
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子ども家庭支援センターからのお知らせ／公開講座のご案内

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 ( 交流ひろばのみ )
   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～ 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！
今月は中庭で水あそびです !!
８月３日、10 日、17 日、24 日、31 日（いずれも水曜日）　　　
＜持ちもの＞　・バスタオル　・着替え一式

楽しい夏のひとときを・・

就学前のお子さんの身体測定
　職員が対応可能な時間に随時測定します。電話や来所時にご予約ください。急な申し出には対応できない場合
がありますのでご了承ください。測定値は、母子健康手帳または測定カードへ記載します。
■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（13 日）

も交流ひろばで

遊べます♪

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　キュウリ・パッションフルーツ並びに球根の栽培方法・樹木の剪定講座およびマーマレードの
  製造に関する講義・実習

９月 17 日（土） 10 月１日（土） 10 月 29 日（土） 11 月 12 日（土） 11 月 19 日（土）

各日とも午後１時 30 分～４時 30 分

キュウリ栽培の基本
パッションフルーツ

の栽培
マーマレードの製造 球根の育て方 剪定 - 木の切り方 -

　○定　　員 15 人
　○費　　用 受講料 1,500 円（事前納付）　　　○場　　所　八丈高校　実習棟 1 階　農業基礎実習室
　○そ の 他  材料費 700 円（予定）　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 ８月１日（月）～８月 19 日（金）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ＵＲＬから電子申請も可能です。電子申請には申請者の情報登録が必要です。
　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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こん沢林道の甌穴群（ポットホール）の謎に迫る／八高定時制　夏の天体観測教室

八高定時制　夏の天体観測教室

　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？
○日　　時　下表のとおり。
○定　　員：各日とも 10 名　　※雨天・曇天中止

８月 24 日（水） 25 日（木） 29 日（月） 30 日（火） 31 日（水）

午後６時～８時 30 分

○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お申込みください。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れることがあります
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 2 － 1181（平日　午後２時～８時）
　　　　　　　　　　　　　Mail：S1000213@section.metro.tokyo.jp

八丈島歴史民俗資料館　第５回　企画展示
こん沢林道甌穴群（ポットホール）の謎に迫る
　歴史民俗資料館の第５回企画展示「こん沢林道甌穴群（ポットホール）の謎に迫る」を実施しています。

＜甌穴（ポットホール）とは※＞　

　末吉のこん沢林道には、谷川沿いの溶岩をうがった窪み（穴）があり
ます。このような窪みを甌

おう

穴
けつ

と言い、多くは川底や川岸、海岸線などの
岩に、流水や波の力によってできた円形の穴などのことをさします。別
名かめ穴、あるいはポットホールなどとも呼ばれ、岩の表面が水流など
によって削られ、窪みができ、さらにその窪みの中に石などが入り、こ
ろころと回転し、岩を削ることで、丸みを帯びた穴が形成される、と言
われています。この甌穴が集中している場所を総称して甌穴群、あるい
はポットホールと呼ばれることもあります。
※甌穴の形成過程などは諸説あります。

＜末吉・こん沢林道甌穴群＞　

　八丈島で集中的に甌穴ができているのは、こん沢の中間部分のみで、
他にはありません。それは、この場所の岩質、土地の傾斜角度、上流の
滝の存在、水量などが微妙に関係しあっているからだと思われます。尾
根のすぐ下部にあり、しかも、このような形態の甌穴は珍しいと言われており、貴重なものです。また、7 月には、
八丈町文化財（町天然記念物）に指定されています。
　なぜ、甌穴群ができたのか、この一帯の特徴や甌穴のできる理由について、展示で迫りたいと思います。ぜひご覧
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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平成28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 平成 28 年８月１日（月）～８月 22 日（月）
対象事業 ・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
 ・その他地域振興に資する事業
 　（1）地元の元気創生
 　（2）地域振興に係る第一次産業活性化に関する事業
 　（3）地域振興に係る環境保全に関する事業
 　※（1）～（3）は平成 28 年度限定で追加されたテーマです。
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 29 年 7 月 31 日まで
申込方法 所定の申請書により平成 28 年８月 22 日 ( 月 ) までに企画財政課へお持ちください。
 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する募集案内・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
　　　　　　　　企画財政課企画情報係　　　　　　　　電話 2 － 1120

お急ぎください！
年金生活者等支援臨時福祉給付金 （高齢者向け給付金） の受付を終了します

　８月 31 日（水）をもって（高齢者向け給付金）の受付を終了します。
　支給の対象となる方（可能性を含む）には、５月中旬に通知しています。請求書の提出がお済みでない方は、期間
内に申請してください。

期限を過ぎますと、申請・受給ができなくなります！！
○高齢者向け給付金とは
　対象者  平成 27 年度臨時福祉給付金の支給対象者に該当する方のうち、平成 29 年３月 31 日までに 65 歳以

上になる方
　給付額 １人につき３万円。支給は１回のみです。
　申請期限 平成 28 年８月 31 日（水）　※土、日、祝日を除く開庁日
　受付時間 午前８時 30 分から午後５時まで
　申請場所 福祉健康課厚生係（町役場１階 7 番窓口）または各出張所
　その他 申請先は、平成２７年１月１日時点で住民票がある市町村です。
 給付金を装った、個人情報の詐取や振り込め詐欺にご注意ください。
■問い合わせ■　福祉健康課厚生係　電話 2 － 5570
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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
28 年度 27 年度 28 年度 27 年度 28 年度 27 年度 28 年度 27 年度

4 月 6,844 5,865 1,389 1,158 8,233 7,023 5,693 4,856   17.2%

5 月 6,970 7,024 1,769 1,972 8,739 8,996 8,347 8,592   -2.9%

6 月 5,287 4,877 1,400 1,224 6,687 6,101 5,055 4,612    9.6%

計 19,101 17,766 4,558 4,354 23,659 22,120 19,095 18,060    5.7%

※海路には、６月 22 日シルバーディスカバラーの大型客船寄港分が含まれています。

8 月 八丈島浜遊び（底土カヌー揚場）　　　 　　　７日（日）
 八丈島納涼花火大会（底土海岸）　　　　　　10 日（水）、11 日（木）
 盆踊り（各地域）　　　　　　　　　　　　　13 日（土）～ 15 日（月）
 豪華客船「ぱしふぃっくびぃなす」寄港　　27 日（土）
9 月 ユニバーサルキャンプ（底土野営場他）  10 日（土）～ 12 日（月）

行事
予定

第１７回八丈島納涼花火大会　場所　底土海岸にて開催

８月10日（水）　前夜祭　　午後４時30分　開場
８月11日（木）　大会当日　午後４時30分　開場
　　　　　　　　　　　　　　　�午後８時11分　花火打ち上げ
舞台プログラム：赤ちゃんハイハイレース、バンド演奏、八丈太鼓、踊り、フラダンスなど
　　　　　　　　その他にも多数出演予定です。

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

八丈町おしごと掲示板（web）
～全国移住ナビへ八丈町内の求人情報を掲載します～
【求人情報を募集しています】
　求人情報掲載申込書（八丈町公式サイトからダウンロードできます）に必要事項を記入のうえ、町役場企画財政課
または出張所へ申し込みください。
　掲載は無料です。くわしくは、八丈町公式サイト「おしごと掲示板」のページをご覧ください。
【全国移住ナビとは？】https://www.iju-navi.soumu.go.jp/ijunavi/
　総務省による関係省庁や全国の自治体と共同で居住・就労・生活支援などの情報を提供するポータルサイトです。
※ 八丈町が職業紹介や斡旋をするものではありません。また、募集事業主と求職者の間でいかなる損害が生じても、

八丈町はその責を負いません。
■問い合わせ■　企画財政課企画情報係　電話 2 － 1120

八丈町内でおしごとを探したい方も、
ぜひご覧ください！
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八丈町放課後子どもプラン

がじゅまる広場・とびっこクラブ指導員の募集！！
広場の維持のため、お手伝いいただける方を募集しています

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？
※特に三根小学校で勤務いただける方、お待ちしています！！

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  八丈町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　
 ※参加する児童は、八丈町で保険に加入しており、大きな怪我などの対応は町で行います。
勤務場所 各小学校
勤務時間 放課後（おおよそ午後２時、場合によって午後０時30分）から午後６時30分（日祝除く）

（シフト制） （長期休暇（夏休みなど）や、土曜日は午前8時からの勤務もあります）
応募方法  八丈町の指定する履歴書に写真を貼付のうえ必要事項を記入し、福祉健康課厚生係または教育課生

涯学習係まで持参してください。
時　　給 ９10円（※保育士、幼稚園教諭、教員免許等保持者は優遇します。履歴書に記入してください。
※ 採用方法、注意事項、詳しい事業内容、履歴書様式などは問い合わせいただくか、八丈町ホームページをご覧く

ださい（※「八丈町放課後子どもプラン」で検索）。
 
○ 子ども達の元気な様子は見てみたいけれども、いきなり指導員は・・・など迷っている方へ
　がじゅまる広場ではボランティアの方の募集もしています。一部の業務のお手伝いだけでも大歓迎です。
　興味のある方はぜひご連絡ください！募集要項はホームページにも掲載しています。 
■問い合わせ■　教育課生涯学習係　電話 2－7071

　

　

下田海上保安大学校学生採用試験の実施について
受付期間：８月 25 日（木）～９月５日（月）　インターネットにて申込。
申込専用アドレス：http://www.jinji-shiken.go.jp/jyuken.html
第１次試験日　：10 月 29 日（土）、30 日（日） 会場：海上保安大学校
第２次試験日　：12 月 16 日（金） 会場：海上保安大学校
最終合格発表日：平成 29 年１月 19 日（木） 会場：海上保安大学校
その他詳細については、問い合わせいただくか、人事院ホームページ（国家公務員試験採用情報ナビ）-「海上保安学
校学生採用試験」-「海上保安大学校学生採用試験」をご覧ください。
アドレス：http://www.jinji.go.jp/saiyo/saiyo.htm
■問い合わせ■　第三管区海上保安本部　人事課　電話 045 － 211 － 1118
　　　　　　　　下田海上保安部　　　　管理課　電話 0558 － 23 － 0118

平成28年熊本地震災害義援金について
皆さんからいただいた義援金を、日本赤十字社へ送金しましたので次のとおり報告します。

今回送金額（６月分） ￥1,174,385
総　計 ￥2,239,931

受付期間は、平成 29 年３月 31 日までです。ご協力お願いします。
■問い合わせ■　福祉健康課厚生係　電話 2 － 5570
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～職員募集～
◆助産師　１名
○対 象 者 資格保有者　○選考方法 職員採用試験　○提出書類　履歴書・エントリーシート
○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！

～調理員（パート）募集～
○対 象 者 健康状態が良好で調理に興味のある方　　○選考方法　面接など
○提出書類 履歴書　　○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
○提出書類 履歴書　　○勤務時間　応相談

※ 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。勤務条件や提出書類
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

【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
< 東京竹芝発 22:30> < 八丈島発 9:40>
9/25 まで八丈島発は大島を経由

【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 9：00 9：55 A320

1893 12：15 13：10 B738 1894 14：05 15：00 B738

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

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

一部の期間で 1893 便、1894 便の機種が A320 に変更となります。

区　間 期　間 普通運賃 往復割引（片道）

羽田＝八丈島 8/1 ～ 8/31 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

・糖尿病教室　8月19日（金）　・耳鼻咽喉科　日程調整中です。別途防災無線などで周知します。
　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。
　診療科によって予約方法が異なりますので、平日の午前８時30分から正午までに、院内予約係窓口または、電
話（2－1188）にてご連絡ください。
○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



8月2016
8月2016

日 月 火 水 木 金 土
1 2 3 4 5 6

コミュニティセンター休館日
図書館休館日

両親学級 1 日目
13：30 ～ 15：30

7 8 9 10 11 12 13
第 47 回 團伊玖磨記念
八丈島サマーコンサート

 開演 19：00 ～
　　　　開場 18：30 ～
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

3-4 か 月 児・ 産 婦
健康診査

13：15 ～ 13：45 受付

八丈島納涼花火大会
前夜祭

2 歳児歯科健康診査
9：15 ～ 10：00 受付

八丈島納涼花火大会

し尿収集運搬休業日
図書館休館日

両親学級 2 日目
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
14 15 16 17 18 19 20

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

すくすく相談
9：00 ～ 11：00

両親学級 3 日目
13：30 ～ 15：30

21 22 23 24 25 26 27

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

１歳６か月児健康診査
13：15 ～ 13：45 受付

両親学級 4 日目
13：30 ～ 15：30

ぱしふぃっくびぃ
なす寄港

し尿収集運搬休業日
28 29 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

もぐもぐ離乳食
10：00 ～ 11：30

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 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します。

診　療　日 診療時間
糖尿病教室 8 月 19 日（金） 8：30 ～
耳鼻咽喉科 日程調整中です。別途防災無線などで周知します。 9：00　

日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土
1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6

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

7 8 9 10 11 12 13 7 8 9 10 11 12 13 7 8 9 10 11 12 13

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

14 15 16 17 18 19 20 14 15 16 17 18 19 20 14 15 16 17 18 19 20

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

21 22 23 24 25 26 27 21 22 23 24 25 26 27 21 22 23 24 25 26 27

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

28 29 30 31 28 29 30 31 28 29 30 31

金属 燃・害 資源 燃・害 資源 燃・害 資源

三　　　根 大　賀　郷 樫立・中之郷・末吉

※その他の専門外来診療は予約制のためご相談ください。
　予約：院内予約係窓口、または電話（2－1188　平日　8：30～正午）

町役場開庁日 平日 8：30 ～ 17：15

※毎月第３土曜日は施設点検の為、クリーンセンターのごみ受付業務を停止します。

休　　業　　日
ふれあいの湯

すべての町営温泉は夏季営業期間につき、
８月 31 日まで休まず営業します。

みはらしの湯
ザ・ＢООＮ
やすらぎの湯

受付時間／ 8：00 ～ 11：00
※初めて町立病院にかかる方は
　8：30 から受付。


