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町の人口（8月1日現在）  ( 先月 1 日比 )

転入・出生　36人（うち転入27人、出生9人）

転出・死亡　25人（うち転出16人、死亡9人）
7月中
の異動

各地域の人口・世帯数      （8月1日現在）※外国人含む

 人　口 7,765人 増 11人 
 男 3,841人  増 15人
 女 3,924人 減 4人
世帯数 4,426世帯 増 5世帯

 世帯数 男 女 人口計
三　根 2,078 1,829 1,852 3,681
大賀郷 1,471 1,266 1,293 2,559
樫　立 295 254 258 512
中之郷 380 332 359 691
末　吉 202 160 162 322
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7月22日～ 24 日に開催され、出店やプロ歌手によるライブなど、島の一大イベントとして大いに賑わいました。
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平成 28 年度 シルバーパス更新手続き／八丈町老人優待乗車券の更新

70歳以上の方へ

平成 28 年度 シルバーパス更新手続き
●受付期間　９月１日（木）～ 10 月 31 日（月）
※新規の方は 10 月３日（月）より受け付けます。
●受付窓口　◎お住まいの地域の各出張所　　◎大賀郷地域の方は、企業課運輸係
　　　　　　　※ 11 月以降の受付窓口は、企業課運輸係となります。
■�有効期限が平成 28 年９月 30 日までのシルバーパスをお持ちの方は、なるべく９月中に更新手続きを

お済ませください。
①更新費用について
　次の方については、1,000 円でパスを発行します。
　　・平成２8 年度　住民税が「非課税」の方
　　・平成２8 年度　住民税は「課税」だが、前年の合計所得が 125 万円以下の方
　　・平成２7 年度　経過措置により、1,000 円でパスの発行を受けている方
　次の方については、20,510 円で発行となります。
　　・平成２8 年度　住民税が「課税」で、上記の経過措置の対象でない方。
②更新にお持ちいただくもの
　　・更新申込書
　　・これまでご使用のシルバーパス
　　※９月中は、これまでご使用のシルバーパスが無いと新しいパスへの更新ができません。
　　・保険証または運転免許証など　※パスポート、住民票は使用できません。
　　　（ 国民健康保険被保険者証、運転免許証、介護保険被保険者証、住民基本台帳カード（写真付）、身

体障害者手帳、後期高齢者医療の被保険者証など、住所・氏名・生年月日が確認できるもの）
　　・費用
　　・1,000 円で発行を受けられる方のみ、平成 28 年度住民税が非課税であることを確認できる書類

として、次のいずれかの提示が必要です。
　　　◎平成 28 年度介護保険料納入（決定）通知書
　　　◎生活保護受給証明書
　　　◎東京都シルバーパス交付手続確認書

■問い合わせ■　企業課運輸係　電話 2 － 1126

65歳～69歳の方へ

八丈町老人優待乗車券の更新
　現在、八丈町老人優待乗車券をご利用中の方は 10 月１日で更新となります。
受付期間、費用については、上記シルバーパスの記事内の「①更新費用について」と同様です。
●受付窓口　福祉健康課高齢福祉係および各出張所
●更新にお持ちいただくもの
　・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）
　・これまでご使用の八丈町老人優待乗車券
　・費用
　・印鑑
　・費用 1,000 円の方のみ、下記のいずれかをご用意ください。
　　　◎平成 28 年度介護保険料納入（決定）通知書
　　　◎市区町村民税非課税証明書など
　老人優待乗車券は、八丈町内の路線バスのみご利用いただけます。

■問い合わせ■　福祉健康課高齢福祉係　電話 2 － 5570
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八丈島熱中小学校オープンスクール　ほか

募集要項などの詳細はコチラ

ホームページ Facebook

■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

「やさしさが　走るこの街　この道路」
秋の交通安全運動　９月21日（水）～30日（金）

　交通ルールの遵守と正しい交通マナーの実践を習慣づけるよう呼びかけ、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、秋の交通安全運動が行われます。

～もういちど７歳の目で世界を～
八丈島熱中小学校オープンスクール開催

　７月 31 日、八丈町多目的ホール「おじゃれ」で
開催され、参加者は 70 名。同日より、10 月 15
日から開校となる八丈島熱小学校第１期生の募集が
スタートしました。

　講義は、動画プレゼンテーション会社社長、中村
寛冶氏による、八丈島で撮影した写真を用いた動画
を教材に講義された「これが動画力だ！」、札幌交
響楽団コンサートマスター大平まゆみ氏による「ス
ペシャルヴァイオリンコンサート」など、充実の内
容となりました。

熱中小学校とは？
　大人のための社会塾をテーマに、山形県高畠町の
廃校利用を皮切りにスタートした広域連携型の事業
です。平成 28 年度は福島県会津若松市、富山県高
岡市、そして東京都八丈町が、新たに姉妹校として
開校します。

大平氏による生演奏。ヴァイオリンは 300年以上前に
作られた名品！

「これが動画力だ！」講師の中村氏（写真左）
八丈島熱中小学校校長　岸田　徹氏（写真右）

講義後の交流会。八丈太鼓体験の様子。
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税のお知らせ／国民年金

■問い合わせ■　税務課　電話 2 － 1122税のお知らせ税のお知らせ
今月の納期限および口座振替日
　○９月 30 日（金）　国民健康保険税　第３期

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

●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場合は電話申し込みにより業務時間外（午後５時 15 分～７時）に納付相
談を行っています。
●滞納処分を強化しています。
　町では、納期限を過ぎても納付いただけない方に対し、文書などで納付のお願いをしていますが、それでも納付し
ていただけない場合は、納期限内に納めている方との公平性を保つため、法律に基づいた財産調査および財産の差押
などの滞納処分を行っています。

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/

【国民年金の加入方法～国民年金は誰もが加入する制度です。～】
　日本に住んでいる20歳以上60歳未満のすべての方は、国民年金に加入することになります。
　加入者は、職業などによって３つのグループに分かれており、それぞれ加入手続きが異なります。

加　　入　　手　　続
種　　別 対　象　者 手　続　先

第１号被保険者 自営業者、学生、フリーター、無職の方 住所地の区市町村役場の国民年金担当窓口
第２号被保険者 会社員や公務員など厚生年金保険や共済組合に加

入されている方
勤務先

第３号被保険者 第２号被保険者に扶養されている配偶者の方 第２号被保険者の勤務先
【平成28年度「わたしと年金」エッセイ募集】
　日本年金機構では、「わたしと年金」をテーマにエッセイを募集しています。この事業は、公的年金制度の周
知・啓発活動「地域年金展開事業」の一環で、広く国民の皆さんに公的年金制度との関わりを改めて考えていただ
く機会として、展開するものです。
※詳細については、日本年金機構ホームページをご覧ください。

▶▶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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国保だより／家族介護教室『ケアケア交流講座』

家族介護教室『ケアケア交流講座』
　ケアケア交流講座は、参加者と老人ホームやデイサービスで働く職員とが交流を図りながら、介護方法や介護予防、
介護者の健康づくり、高齢者の福祉などについての知識・技術をわかりやすく伝える講座です。どなたでも参加でき
ますので、お誘い合わせのうえ、ご参加ください。
日　時：９月 15 日（木）午後１時～３時　　場　所：第二八丈老人ホーム　２階会議室室
内　容：『ロボットテクノロジーを搭載した歩行器を学ぶ講習会』
　　　　・坂道や傾斜での歩行が困難な方
　　　　・既存の歩行器で歩行バランスが悪い方
　　　　・パーキンソン病など疾患による歩行障害の方
　　　　　歩きたい場所が、歩ける場所へ
参加費：無料　　　　　　　　
申　込：９月 12 日（月）までに電話で申し込みください。
■問い合わせ・申し込み■　八丈町地域包括支援センター　電話 2 － 0580

国保だより ■問い合わせ■　住民課医療年金係　電話 2 － 1123

次のようなときは、保険証が使えませんのでご注意ください。

◎病気やケガと認められない場合

◎仕事上のケガや病気で労災保険の対象となる場合

◎けんか、泥酔などによる病気やケガをした場合

◎酒酔い運転、無免許運転などでケガをした場合

◎その他

　交通事故などの第三者による行為でケガをしたときの医療費は、加害者の負担となります。ただし、国保の窓

口（住民課医療年金係）に届け出ることにより医療費を一時立て替えることができますので、届け出てください。

なお自損事故で治療を受ける方も届け出が必要となります。

【届け出の手順】

①警察に届け出る。「事故証明書」をもらってください。

②住民課医療年金係の窓口に届け出る。「事故証明書」「印鑑」「保険証」を持って国保の窓口へ。

「第三者行為による被害届」を記入し、提出してください。

　※示談の前には必ず住民課医療年金係へ連絡してください。

　　示談を結んでしまうと、国保が使えない場合があります。

糖尿病教室

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。どなたでもご参加できます。

日時：９月 23 日（金）午前８時 30 分ごろ～ 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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し尿・雑排水などの収集運搬業務の休業日／住民係からのお知らせ

し尿・雑排水などの収集運搬業務の休業日
　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。今月は連休がありますので、収
集運搬が必要な方は余裕をもって申込みください。
　９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。

４日（日） 10 日（第２土） 11 日（日） 18 日（日）
19 日（祝・月） 22 日（祝・木） 24 日（第４土） 25 日（日）

　収集運搬業務の受付時間　午前８時～正午、午後１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
○浄化槽の法定検査を受けましょう
　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
法で定められています。
　・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うこと。
　・清　　掃　定期的に浄化槽の清掃を行うこと。
　・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当に行われているか、総合的に判断する検査で、

年１回行うこと。
※保守点検および清掃は、東京都知事の登録を受けた島内業者と契約し、実施してください。
※法定検査は公益財団法人東京都環境公社多摩分室：電話 042－595－7982 へ申込みください。
　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・検査結果の記録は３年間の保存が義務付けられています。
※ 八丈町浄化槽設置管理事業で設置および町へ寄付された浄化槽は八丈町が検査などの手続を行うので個人での手続

は必要ありません。
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

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

閉庁日の死亡届の届出

　閉庁日に死亡届をされる方は次の内容を確認の上、来庁される前に住民課住民係に必ずご連絡ください。
○死亡した方の氏名・生年月日・住所・本籍地
○届出人の氏名・生年月日・住所・本籍地
　（届書を持って来庁するのは届出人本人でなくても構いません）
○火葬場の利用希望日
　来庁いただく時間にあわせて担当職員が登庁し、次のことを行います。
　　（１）死亡届の受理・内容の審査
　　（２）火葬許可証の交付・火葬場の予約・使用料の受領
＜ご注意ください＞
　死亡した方と届出人の親族関係が八丈町にある戸籍や住民票で確認できない場合（死亡した方または届出人の住所・
本籍地がともに八丈町にない場合など）は死亡届の審査を完了できないため、翌開庁日まで（２）ができません。

個人番号カードの交付通知書が届いた方へ

　個人番号カードの交付通知書（ハガキ）が届いたあと、そのままになっていませんか？
　交付通知書に手書きされている期日が過ぎても受け取れますが、一定期間保管ののち、受け取りのないカードは廃
棄します。早め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。
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環境だより／オータムジャンボ宝くじ　９月 26 日 ( 月 ) 販売開始！

■問い合わせ■　住民課環境係　電話 2 － 1123

●ごみの正しい出し方について
　○ 枝木類を集積所に出す場合は、長さ 50 ｃｍ径５ｃｍ以内に切断し、飛散しないよう紐などでしばってお

出しください。※ごみ袋に入れる必要はありません。
　○　収集可能　　　　　　　　　　　　　　　×　収集不可

　　　　　　　
　○正しく分別をしましょう。
　　燃えるごみに、金属類・乾電池・電球・空きびん・空き缶などのごみの混入が見られます。
　　 また、びんやガラス製容器にプラスチックや金属製のキャップやふたがついたまま出されています。取り

外せるキャップやふたは、取り除いてください。
　○電化製品などに入っている乾電池類は必ず抜いてお出しください。
　　廃棄物保管施設における発火事故の原因になります。
　○生ごみは新聞紙などで包んで、袋の外から見えないようにして出しましょう。
　　 生ごみを狙って、ねこやカラスが集積所のごみを散らかしています。また、生ごみの水切りは効果的なご

みの減量方法です。各家庭での水切りの徹底をお願いします。
　○ごみは、当日の午前 8 時 30 分までに最寄りの集積所へ出しましょう。
　　 正しい分別がされてない無記名のごみ袋は分別状況の確認や指導を目的に、町職員が中身のチェックを行

う場合があります。
　　※ごみを出す際は、必ず名前を記入し正しく分別しましょう。ご協力お願いします。
●粗大ごみの個別回収（有料）　

集積所に出せない粗大ごみ 有明興業（株）八丈島営業所へ持ち込み
布団などの寝具類 粗大ごみのため集積所には出さないでください
持ち込みができない場合 家電４品目（テレビ・エアコン・冷蔵庫・洗濯機）以外は有料個別回収

ができます。（1 個 1,000 円、1 個追加ごとに 500 円）
申込先　　八丈島衛生総合企画　電話　2 ‐ 0855　（月～金）
●一般廃棄物処理手数料（事業者対象）
　今月は、一般廃棄物処理手数料前期（Ⅰ期）の納期限です。納め忘れのないようお願いします。
　なお、前期・後期の一括支払も受け付けています。
●ヤンバルトサカヤスデ対策
　９月から１月ごろまで、本格的なヤスデの移動時期を迎えます。町では今年度も、家屋侵入防止用薬剤（コ
イレット）の無料引換券を配布しています。
　ヤスデ対策には薬剤の散布だけでなく、自然環境を考慮した方法をとりましょう。
　・生息しにくい環境づくり（家屋周辺の落ち葉などを取り除き、水はけ・日当たりを良くする）
　・侵入を防ぐ環境づくり（家屋の基礎部分に表面のツルツルした素材のテープを貼るなど）

オータムジャンボ宝くじ　９月26日(月)販売開始！
　収益金は、区市町村の明るく住みよいまちづくりに使われます。
●発売期間　９月 26 日（月）～ 10 月 14 日（金）　　●発売場所　全国の宝くじ売場
●抽せん日　10 月 21 日（金）　( 公財 ) 東京都区市町村振興協会　電話 03－5210－9945

木の板は焼却施設で故障の原因となります。
粗大ごみとして有明興業（株）へ。（無料）

長さ 50 ｃｍ　径５ｃｍ以内
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水道だより／良い睡眠でからだもこころも健康に

　

水道だより水道だより
●水道の名義変更などには下記書類の提出が必要です

状況 必要な書類 届出先

八丈町に転入するとき 水道使用開始届 水道係、各出張所

八丈町から転出するとき 水道使用中止届 水道係、各出張所

島内での引っ越し 水道使用開始届
水道使用中止届 水道係、各出張所

死亡、売買により水道の所有者が変わったとき 給水装置所有者変更届 水道係、各出張所

新築や畑などに給水装置を新設するとき

給水装置工事申込書 八丈町指定給水装置工事事業者

解体などで

給水装置を撤去するとき

メーターの場所を変えるとき

メーターの口径を変えるとき
●滞納による給水停止の解除
　滞納により給水停止になると、水道料金をお支払いいただかない限り、給水を再開することはできません。給水
停止による開栓は１回につき手数料 1,080 円（税込）がかかります。
再開栓は、平日の午前８時 30 分から午後４時 30 分までに水道係にて支払の確認がとれたものは、支払確認日、
午後４時 30 分以降にお支払の場合は、翌営業日の８時 30 分以降の開栓になります。
●大川浄水場改修について
　大川浄水場は、八丈町坂下地区水道事業の主幹施設の一つです。
　水源は大川水源で河川や湖沼の水のように、その存在が完全に地表面に確認できる表流水です。町では適正な浄
水処理（凝集沈殿＋急速ろ過方式）を行い、原水の指標菌（クリプトスポリジウムなど※）や、濁りを取り除き除
去しています。
　しかし、建設から 39 年以上が経過し、施設の老朽が顕著であり、予備施設がなく近年では機器の故障が多数発
生しています。
　このため、概略検討を行い安全性、処理性、維持管理を考慮したうえ、最も適切である処理方法を詳細に検証し、
平成 29 年度より大川浄水場の改修を進めます。
　※クリプトスポリジウムとは、人にも家畜にも感染する病原体のことです。病原体に感染された植物や飲料水な
どにより、口から入って腸に寄生し、下痢や腹痛、発熱を引き起こします。

※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

良い睡眠でからだもこころも健康に
　良質な睡眠は、からだやこころの健康はもちろん、仕事のミスや事故を
防ぐためにも重要です。無理に寝付こうとすると、逆にストレスに繋がり
かねません。日ごろから起床時間を決めておくことで、「眠くなったら寝床
に着く」、規則正しい生活リズムとなっていきます。

各世代向け指針
　■若年世代　夜更かしを避けて体内時計のリズムを保つようにこころがけましょう。
　■勤労世代　 疲労回復・能率アップに毎日十分な睡眠をとりましょう。日中の眠気も昼休みの 15 分～ 30 分のう

たた寝で、だいぶ楽になります。
　■熟年世代　 寝床で一日長時間過ごすのは避け、朝晩のメリハリをつけて日中は身体活動につながる生活をこころ

がけましょう。
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アンテナショップ「東京愛らんど」営業時間変更
　竹芝客船ターミナルの伊豆諸島・小笠原諸島アンテナショップ「東京愛らんど」の営業時間が９月１日（木）
より次のとおり変更となります。

〈変更前〉午前７時 30 分～午後 10 時 30 分　〈変更後〉午前９時～午後 10 時 30 分
■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
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ＨＰ：http://islands-love.com/

町営住宅入居者募集 ( 平成 28 年度第 3 回 ) ／アンテナショップ「東京愛らんど」営業時間変更

＊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！＊

　

町 営 住 宅 入 居 者 募 集 ( 平成 28 年度第 3 回 )

≪災害被災者受け入れなどのため、内容が変更になることがあります。ご了承ください。≫
( ※ 1) 60 歳以上の高齢者の方、お体の不自由な方専用のバリアフリー住宅です。
( ※ 2) 条件次第では単身の方も申し込める住宅です（期限付き）。ご希望の方は建設課管財係までご相談ください。
( ※ 3)18 歳以下のお子さんを含む世帯、または出産の予定がある世帯向けの住宅です。

　町営住宅の入居者を次のとおり募集します。
島外の方も申し込める住宅があります。詳しくは問い合わせください。

地域 団地名 棟・部屋番号 間取り・ 
住戸専用面積

建設
年度

住宅使用料
〔標準〕 構造 住宅型別資格

三根

群ヶ平第２団地 ２－１０２ 3DK
57.1㎡ S60 15,100 ～

29,700
鉄筋コンクリート造 

２階建 ２人以上世帯向け

神湊第三 Ｂ－１０４ 1LDK
44.1㎡ H12 14,200 ～ 

27,900
鉄筋コンクリート造 

３階建
高齢者等専用（※ 1）

単身世帯向け

神湊第一 Ｂ－１０１ 1K
36.1㎡ H15 11,800 ～

23,100
鉄筋コンクリート造 

２階建 単身世帯向け

大賀郷 八蔵団地 ３－１０１ 3LDK
58.5㎡ H3 17,300 ～

34,000
鉄筋コンクリート造 

２階建 ３人以上世帯向け

樫立 康政里第２住宅 ２ 3LDK
74.9㎡ H17 22,300 ～ 

43,800 木造一戸建
子育て家族優先（※ 3） 

３人以上世帯向け 
単身者期限付入居可（※ 2）

末吉 神子尾住宅 ２ 3LDK
75.3㎡ H14 22,200 ～ 

43,700 木造一戸建 子育て家族優先（※ 3）
３人以上世帯向け

■受付期間
　９月５日(月)～９月12日(月）
　午前８時30分～午後５時15分
　※３日（土）、４日（日）は除く。
■応募できる方
　①現在八丈町にお住まい、または転入見込の成年者。
　※ただし、八丈町にお住まいの方優先
　② 現に同居し、または同居しようとする親族（婚約者など

を含む）がある方。（単身向け住宅を除く）
　③ 世帯の所得が月額15万8千円以下（義務教育終了前の子

どもを含む世帯や高齢者世帯などは21万4千円以下）の
方。

　④町税、保険料、使用料などを滞納してない方。
　⑤現在、住宅に困っていることが明らかな方。
　⑥暴力団員でないこと。   
■申し込み方法� � �
　町役場建設課管財係で申込書を配布します。
　 必要事項を記入のうえ添付書類とともに提出してくださ

い。

■申し込み添付書類� � �
　① 入居者全員の住民票（続柄、世帯主などは省略しないで

ください）   
　② 入居者全員の最新の八丈町の所得証明書（平成27年

分）、最近転入された方は、現時点の収入見込証明書
　③印鑑をご持参ください　   
■入居者の決定方法� � �
　 書類審査のうえ入居の可否をお知らせします。応募者が複

数の場合は公開抽選を行い決定します。
■抽選会：９月15日（木）午後１時15分～
　　　　　町役場１階　相談室３
　※ 当選された方は、抽選会後、入居に際しての説明があり

ます。
　　 多少、お時間をいただきますのであらかじめご了承くだ

さい。   
■入居決定後の手続き
　①家賃３カ月分の住宅保証金の納付
　②連帯保証人２名（島内在住者または親族に限る）
　 （保証能力を有する方、町税や公共料金などを滞納してい

ない方）
■問い合わせ・申し込み
　建設課管財係　電話2－1124
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母子保健／子どもの定期予防接種

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
１歳児歯科健康診査    ９月７日（水）　受付：午前９時15分～10時
　○対象　平成27年6月9日～平成27年9月7日生まれの幼児
３歳児健康診査  ９月20日（火）　受付：午後１時15分～１時45分
　○対象　平成25年7月13日～平成25年９月20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20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21日（水）　 午前9時～11時
　日ごろ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・助産師が応じま
す。母子健康手帳を持参してください。

こどもおやつ教室（要電話予約） 会場：保健福祉センター
９月27日（火）　午前10時～11時30分
　発育盛りの子どもにとって、おやつは食事の一部、大切な栄養源と考えて与えることが大切です。
家庭でのおやつの大切さ、作り方について学び、試食、歯のお話をする教室です。
皆さんの参加をお待ちしています。
　○対　　象：未就学児とその保護者（定員：親子10組程度）　○持ち物：母子健康手帳、エプロン
　○締め切り：９月23日（金）

子どもの定期予防接種

●日本脳炎集団接種　　　　　　　　　　　　９月　１日（木）　午後３時～４時
●四種混合集団接種　　　　　　　　　　　　９月　８日（木）　午後３時～３時 30 分
●日本脳炎集団接種　　　　　　　　　　　　９月 15 日（木）　午後３時～４時
●水痘集団接種　　　　　　　　　　　　　　９月 21 日（水）　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※　９月 29 日（木）　午後３時～３時 30 分
●予約制個別接種※　　　　　　　　　　　　９月　８日（木）　午後３時 30 分～４時
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　９月 29 日（木）　午後３時 30 分～４時

※ ９月第４週のヒブ集団接種＆小児用肺炎球菌集団接種と予約制個別接種の日程が都合により９
月 29 日（木）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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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！
９月　7日（水）ベビーマッサージ（講師：沖山悦美さん）
　　 14日（水）おはなし会（講師：笹本薫さん）
　　 21日（水）ミニ運動会に向け旗作り
　　 28日（水）ミニ運動会
※ ７日の催しに参加される方は、大きめのバスタオルをお持ちください。また、自宅で使用しているオイ

ルがあればご持参ください。なお、前日に予防接種を受けた方は参加をご遠慮ください。

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（１０日）

も交流ひろばで

遊べます♪

子ども家庭支援センターからのお知らせ／自動車運転免許出張試験本受付

自動車運転免許出張試験本受付
　本年も自動車運転免許出張試験を、10月～12月にかけて実施します。
　受験を希望される方は、次のとおり申請をしてください。
○免許の種別　普通一種免許（ＡＴ、ＭＴ）、普通一種免許ＡＴ限定解除、大型特殊免許
○取得の条件　 仮免許試験時点で、普通一種免許、大型特殊免許とも18歳以上で、八丈島、青ヶ島に住

民登録されている方
○受 付 日 時　９月４日（日）、５日（月）午前９時～午後５時
○受 付 場 所　八丈島警察署
○必要なもの　①住民票（本籍地記載のもの）１通
　　　　　　　② 証明写真（縦３ｃｍ×横２．４ｃｍ、無背景で眼鏡を外し、髪で目が隠れていないもの）

普通一種免許受験者は６枚、大型特殊免許受験者は４枚
　　　　　　　③免許保有者の方は、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、取消処分講習終了証明書（有効期限１年）
　　　　　　　※本受付当日、住民票をお持ちでない方は受付できません。
○留 意 事 項　仮視力検査を行いますので、必ず受験者本人が来てください。
　　　　　　　７月に行ったのは希望調査です。受験される方は今回必ず受付してください。
　　　　　　　１回目の試験は10月下旬を予定しています。

■問い合わせ■　八丈島警察署交通係　電話 2－0110
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今月の学校行事
■各小・中学校　始業式　　１日（木）
■学校公開　三根小学校　　５日（月）～９日（金）
　　　　　　大賀郷小学校　26日（月）～30日（金）
　　　　　　三原小学校　　８日（木）
■三根小学校　作品展　５日（月）～９日（金）
■小学校　合同遠泳　　９日（金）　会場：八重根新堤
　三原小学校　　　午後１時～午後１時50分
　大賀郷小学校　　午後１時45分～午後２時35分
　三根小学校　　　午後２時25分～午後３時15分
■運動会　　富士中学校　　18日（日）午前９時～午後２時30分
　　　　　　大賀郷中学校　18日（日）午前９時～午後４時
■第10回八丈町立小学校連合音楽会　30日（金）
　午後１時30分開場・午後１時55分開演
　場所：八丈町多目的ホール　「おじゃれ」

◎規則正しい生活リズムを
　子供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。成長期の子供たちにとっては、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】につながります。
　いよいよ新学期がスタートします。早寝・早起き・朝ごはん…「規則正しい生活リズム」で学校生活が
更に充実するよう、ご家庭でのご協力をお願いします。

教育委員会だより ■問い合わせ■　教育課庶務係　電話2－7071

＜経過説明＞
　４月、八丈語の研究者である金田章宏氏（千葉大学国際教養学部教授）の、「八丈語の保存・継承のた
めの総合研究」が、日本学術振興会における科学研究として認められました。
　八丈町教育委員会でも、この取組に協力していくこととして、学校関係者を中心とした協力員を組織し、
活動を進めています。
　この研究は平成 31 年度末までの４年間行われます。島民が気軽に利用できる八丈語の資料作成を行い、
保存・継承活動の土台形成を行うもので、その成果が大いに期待されています。
＜どんな研究をするのか＞
　八丈語の辞書の作成／島民が使用できる教科書・文法書の作成／映像を含めた音声の記録化などです。
＜今年度行う研究活動＞
　八丈語による民話や談話などを５地域の音声や映像で記録します。具体的には、地域の話者に民話を語っ
てもらい、音声や映像として保存します。また、様々な会話場面を設定して話してもらい、それを音声や
映像として保存する活動を行います。併せて、八丈語辞典の編纂作業に着手します。

■問い合わせ■　教育課生涯学習係　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

八丈語（八丈方言）保存・継承のための調査研究が始まる
～辞書編纂・教科書・映像資料を作成するための総合研究～
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　八丈町の次代を担う子供達が、地域とのつながりの中で安心、安全にのびのびと成長していけるよう、
町長と教育委員会がより連携し、八丈町の教育の一層の充実に取り組んでいきます。

理 念
歴史と文化を生かすことができる人づくりと、
　これからの社会を力強く生き抜く子が育つ教育

基本方針 1　　地域でひとを育てる町づくりを進めます

　家庭や学校、地域などがそれぞれの役割と責任を果たし、連携・協力しながら子供の育成支援や青
少年の健全育成を図るとともに、地域の行事やイベント等で異世代間の交流を活発にし、地域全体で
人を育てる町づくりを進めます。

基本方針 2　　子供が安心、安全に育つ環境づくりを進めます

　情報化、国際化が急速に進む時代にあって、多様化・複雑化する子供を取り巻く危機に対し、家庭
や学校だけでなく地域や関係諸機関との連携と情報共有を図ることで、八丈町の地域社会全体で子供
が安心、安全に育つ環境づくりを進めます。

基本方針 3　　郷土の自然や伝統・文化を学び八丈町を誇りに思う教育を進めます

　八丈島の豊かな自然の中での体験活動などを通して、自然に親しみ自然を大切にする心を育むとと
もに、島に息づく伝統・文化の保存・継承を支援し、先人たちが築いた歴史や文化に触れる機会を提
供することにより、郷土愛を育み、地域を誇りに思う教育を進めます。

基本方針 4　　学力の向上を図るとともに、キャリア教育を進めます

　教育の機会均等を確保しながら、小中一貫教育などの充実により、基礎的・基本的な知識・技能の定着・
向上を図り、確かな学力の向上と個々の子供に応じた教育を進めます。また、大きく変化する社会を
主体的に生き抜く力を培うために、個々の将来に対する人生設計ができるキャリア教育を進めます。

　

■問い合わせ■　教育課庶務係　電話 2－7071

■問い合わせ 教育課庶務係 電話 2－7071

八 丈 町 教 育 大 綱

八丈町教育大綱
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第 28 回八丈島文化フェスティバル　～出演者・出展者募集！～
　『第 28 回八丈島文化フェスティバル』の出演者および出展者を募集します。島内で文化活動や制作活
動を行っている方でしたら、どなたでも参加できます。日ごろの成果を発表してみませんか？
■開 催 日　平成29年１月22日（日）　※作品展部門は１月16日（月）展示開始
■会　　場　【舞 台 部 門】八丈町多目的ホール「おじゃれ」
　　　　　　【作品展部門】八丈町「町民ギャラリー」
＜募集概要＞

【舞 台 部 門】
●ジャンル　音楽・踊り・演劇など舞台で表現可能なあらゆるライブパフォーマンス
●時　　間　20 分以内（入退場含む）　
●出 演 数　17 グループ程度（個人参加も可能です）
　　　　　　※応募多数の場合は、出演時間も含め調整します。
●参 加 費　八丈島文化協会会員（6,000 円）、一般（8,000 円）、学校（3,000 円）

【作品展部門】
●ジャンル　絵画、書道、クラフト、写真などのアート作品
●出 演 数　10 グループ程度（個人参加も可能です）
　　　　　　※応募数によって展示作品などを調整します。
●参 加 費　１グループ（500 円）
★応募期間　平成28年９月15日（木）～９月30日（金）
★申込方法  募集要項を確認し、所定の申込書に必要事項を記入のうえ、ＦＡＸまたは持参してください。
★募集要項・申込書入手方法
①　八丈島文化協会ＨＰ（http://8jobunka.jimdo.com）からダウンロード
②　富士見地区公会堂で配布（受付時間：平日　午前 9 時30分～11時30分）
主催：八丈島文化協会　八丈島文化フェスティバル実行委員会　後援：八丈町　八丈町教育委員会
■問い合わせ・申し込み■　八丈島文化協会　電話・ＦＡＸ：2－2833　携帯：070－3175－7253

第 71回　八丈島民大学講座　～首都大学東京共催事業～
　八丈島の題材を用いながら、首都大学東京の教授陣が各テーマに基づいて講演します。気軽にご来場く
ださい！！
★第１日　･･･ ９月10日（土）　午後７時30分～９時

【テーマ】　自然界に学ぶ表面機能の不思議
【講　師】　諸貫　信行（もろぬき　のぶゆき）　システムデザイン学部教授（精密機械工学）
　ハスの葉が水をはじいたり、ヤモリが壁を歩いたり、自然界に見られる不思議な表面機能が存在します。
こうした自然界の不思議に学んで、多様な表面機能が実現され、私たちの暮らしに生かされている現状を
わかりやすく紹介します。
★第２日　･･･ ９月11日（日）　午後１時30分～３時

【テーマ】　郷土史に親しむ　～地方史の読み方～
【講　師】　谷口　央（たにぐち　ひさし）　都市教養学部教授（日本近代史）
　私たちの祖先は、この八丈島でどのように暮らしてきたのか。『八丈島誌』刊
行から約 50 年、その改訂が検討される中、あらためて「地方史とは何か？」を
問い返します。大昔の様々な資料をどのように読み解き、郷土の歴史として共有
していったらよいのか。身近な歴史に親しむための、基本的な方法を学びます。
■会　場　七島信用組合八丈島支店　２階ホール　　■参加費　無料
●主催：八丈島文化協会　　●共催：首都大学東京　
●後援：八丈町教育委員会　●協賛：七島信用組合
■問い合わせ■　八丈島文化協会　電話 2－2833

第 28 回　八丈島文化フェスティバル／第 71 回　八丈島民大学講座
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●図書館でも〈布絵本〉が見られるようになりました。
　布絵本とは、さまざまな障害を持つ方や赤ちゃんが、布で作られた絵
を見たり、さわって楽しんだりできる絵本のことです。全国の図書館で
も普及しており、八丈町では子ども家庭支援センターや町立八丈病院な
どに置かれていましたが、図書館でも見られるようになりました。
　八丈町で活動しているボランティア団体の作品です。ぜひ手に取ってご覧ください。こどものほんの
へや・じゅうたんコーナーに置いています。
●今月のおはなし会 　10日（土）午前10時～11時　こどものほんのへや

　読み聞かせ：こっこめ文庫（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
　『コンビニ人間』 村田 沙耶香 著　　　　　『柿づくし』 浜崎 貞弘 著
　『あそぼう、ヨーヨー』 ＪＹＹＡ 編著　　『おたからパン』 真珠 まりこ 作・絵
　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・22日（木・秋分の日）・30日（金・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

第４回　八丈島芸能文化祭／図書館からのお知らせ

第４回　八丈島芸能文化祭　～音と踊り～
八丈島に古くから受け継がれてきた文化の継承。そして、新しい文化の受け入れ。
それらが互いに混ざり合い、新たな文化へと変わっていく ････。
一匹のホタルがいざなう、芸能文化祭ならではの素敵なステージです。
お誘い合わせのうえ、ぜひご来場ください！！
■出演団体
　フラメンコサークル、加茂川会、中之郷盆踊り実行委員会
　樫立踊り保存会、コウ リマ ナニ エ、よされ会、八丈太鼓月曜会
■日　時　９月18日（日）　開演：午後７時　（開場：午後６時30分）
■会　場　八丈町多目的ホール「おじゃれ」
■入場料　大人　･･･　（前売り）500 円　／（当日）700 円
　　　　　子供（高校生以下）　･･･　（前売り）100 円　／（当日）200 円
　　　　　※未就学児でも座席をご使用になる場合は子供料金が必要となります。
■チケット販売所　八丈島文化協会、八丈島観光協会、伊勢崎富次朗商店
☆主催：八丈島文化協会・八丈島芸能文化祭実行委員会　　☆後援：八丈町教育委員会
■問い合わせ■　八丈島文化協会　電話 2－2833
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9 月は東京都の自殺対策強化月間です「自殺防止！東京キャンペーン」

１　東京都のキャンペーン事業
（１）特別相談

＊フリーダイヤル以外は有料
＊ 0570 で始まるナビダイヤルは携帯電話の無料通話、かけ放題プランなどの対象外

２　八丈町における取り組み
○講演会「互いに支えあえる島へ　～はじがましくはないよ～」
　日　時：９月12日（月）午後６時30分から８時（開場午後６時）
　場　所：八丈町役場内　八丈町商工会　研修室
　内　容：講演「八丈島の現状について」　八丈島ゲートキーパーの会　会長　一之木　幸男　氏

ワークショップ　内閣府（企画制作）「ゲートキーパー養成研修用ＤＶＤ」を視聴し、八丈島
におけるサポート方法と自殺予防のアイデアについて考えます。

　対　象：どなたでも参加可能です。事前予約は必要ありませんので、当日ご参加ください 
　主　催：八丈島ゲートキーパーの会　　後　援：八丈町
　■問い合わせ■　八丈島ゲートキーパーの会　一之木　幸男　電話 7－0252
　　　　　　　　　福祉健康課保健係　電話 2－5570

「気づいてください！　体と心の限界サイン」（九都県市統一標語）
9月は東京都の自殺対策強化月間です「自殺防止！東京キャンペーン」

9月3日 9月4日 9月5日 9月6日
土 日 月 火

こ
こ
ろ
の

悩
み
相
談

債
務
相
談

５４時間特別相談

（NPO法人国際ビフレンダーズ

東京自殺防止センター）

０１２０－５８－９０９０

＜３日０時～５日６時＞

多重債務１１０番

（東京都消費生活総合センター）

０３－３２３５－１１５５

＜５日～６日・各日９時～１７時＞

9月10日 9月11日 9月12日 9月13日 9月14日 9月15日 9月16日

土 日 月 火 水 木 金

こ
こ
ろ
の

悩
み
相
談

自
死
遺
族

相
談

労
働
相
談

自殺予防いのちの電話

（一般社団法人

日本いのちの電話連盟）

０１２０－７８３－５５６
＜１０日８時～１１日８時＞

東京都自殺相談ダイヤル～こころといのちのほっとライン～

（NPO法人メンタルケア協議会）

０５７０－０８７４７８ ＜１２日～１６日・各日２４時間＞

自死遺族のための電話相談

（NPO法人グリーフケア・サポートプラザ）

０３－３７９６－５４５３

＜１３日～１６日・各日１０時～２２時＞

自死遺族のための電話相談

（NPO法人全国自死遺族総合支援センター）

０３－３２６１－４３５０

＜１０日～１２日・各日１１時～１９時＞

東京都ろうどう１１０番

（東京都労働相談情報センター）

０５７０－００－６１１０
＜１２日～１３日・各日９時～１７時＞
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八丈町「防災の日」スペシャル開催　ほか

八丈町「防災の日」スペシャル開催　～八丈町×阿南市×女川町～

　昭和50年10月５日に台風13号の直撃により甚大な被害を受けた教訓を活かしていくため、八丈町で

は、10月５日を「防災の日」としています。近年の様々な自然災害を踏まえ、「自らの命は自らで守る・

自助」の意識向上を目的とした普及啓発事業を実施します。

　日　時　平成28年10月５日（水）　

　場　所　八丈町多目的ホール「おじゃれ」

　内　容（予定）　

　　午後１時～第一部　防災パネルディスカッション

東日本大震災で大きな被害を受けた宮城県女川町の方や、台風による浸水で被害を受けた徳島県阿

南市の方、八丈高校生をパネラーとして体験談など今後の防災を皆さんと考えます。

　　午後２時～第二部　ドキュメンタリー映画「サンマとカタール」上映

　　　女川町の復興ドキュメンタリー

　入　場　無料

※八丈町庁舎広場にて有志による女川復興支援「サンマまつり」も予定しています。

　( 売上金で女川町の復興を支援します。)

　なお、今年度の防災訓練は 10 月 16 日 ( 日 ) 樫立地域を対象に実施します。

■問い合わせ■　総務課庶務係　電話 2－1121

土砂災害のおそれがある場所に対する調査協力のお願い
　東京都では、土砂災害から人命を守るため、土砂災害防止法に基づく土砂災害警戒区域・土砂災害特別
警戒区域の指定にあたり、土砂災害のおそれがある場所の地形や建物の位置などの調査を実施しています。
八丈町では、平成28年９月から平成29年12月までの期間、調査対象となった土地へ調査員の立ち入り
が必要になる場合があります。その際は個別に連絡しますので、ご理解とご協力をお願いします。　　　
　　　　

■問い合わせ■　八丈支庁土木課砂防担当　電話 2－1114

斜度
30°以上

高さ
5m 以上

10m 急傾斜地高さの２倍

土砂災害のおそれのある土地（がけ地の場合※）

地形や地質、建物の位置を調査します

※がけ地のほか、谷が急激に開けた扇状地などに「土石流のおそれがある土地」があります。
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犬の登録・狂犬病予防注射のお願い／個人情報保護制度説明会

犬の登録・狂犬病予防注射のお願い
　狂犬病予防法により、犬を飼育する際には、市町村への登録と年１回の予防注射が義務付けられていま
す。次に当てはまる場合は、八丈動物病院にて注射と登録を行ってください。
　①狂犬病予防注射をまだ済ませていない犬を飼っている方
　②新たに犬を飼いはじめた方
　③島外から転入してきた犬を飼っている方
※ただし、注射は生後９１日以上の犬に限ります。
　また、犬が高齢や病気であるなど、注射に不安のある方は、動物病院までご相談ください。
　飼っていた犬が死亡した場合、犬を譲渡した（された）場合には福祉健康課保健係にご連絡ください。

＜狂犬病の発生を防ぐために、愛犬には予防注射を！＞

　狂犬病とは、狂犬病ウイルスを持つ動物に、咬まれたりひっかかれるなどしてできた傷口から、
だ液に含まれるウイルスが侵入して感染する病気です。
　犬と人だけでなく、全てのほ乳類が感染し、発症してしまうとほとんどの場合死に至る大変恐ろ
しい病気です。現代医学においても発症してからの有効な治療法はありません。
　ＷＨＯ（世界保健機関）は、全世界で毎年 35,000 人～ 50,000 人の方が、狂犬病によって亡
くなっていると推計しています。
　わが国においては、人での発生は 1954 年以降、犬などの動物での発生は 1957 年以降ありま
せん。しかし、国際交通手段の発達した現代において、海外から狂犬病が侵入する可能性は否定で
きません。
　毎年１回の予防注射は、飼い犬の感染予防・感染拡大予防に非常に効果的であり、飼い主の義務
として求められています。狂犬病予防へのご理解とご協力をお願いします。

料金
○予防注射料金　　　3,650 円

（内訳：注射料 ……… 3,100 円
注射済票交付手数料……550 円）
○登録手数料　　　　3,000 円

注射・登録
○八丈動物病院
　住所：大賀郷 2539
　電話：2－1433

■問い合わせ■　福祉健康課保健係　電話 2－5570

個人情報保護制度説明会（改正個人情報保護法を踏まえた事業者における対策）
○開催日時：９月26日（月）　午後１時30分から４時まで
○内　　容：「個人情報保護法の改正ポイントと事業者における対策」（仮題）
　講　　師：弁護士  森 　亮 二　氏　（弁護士法人英知法律事務所）
○対象者および参加募集人数
　　　　　　事業者（中小企業、中小規模の非営利団体、個人事業者等）　500人
　　　　　　なお、参加希望者が多い場合は、１事業者あたりの人数を調整する場合があります。
○会　　場：東京都庁第一本庁舎５階　大会議場　　　○主　　催：東京都　　　○参加費用：無料
○申込方法：電子申請またはＦＡＸ
　　【電子申請】説明会のホームページ（下記ＵＲＬ）から電子申請のページを開き、申込みください。
　　【Ｆ Ａ Ｘ】 参加申込書（下記ＵＲＬよりダウンロード）に必要事項をご記入の上、ＦＡＸ（03－

5388－1388）へ送信ください。
　　　＜説明会ホームページ＞ http://www.kojinjoho.metro.tokyo.jp/setumeikai/jigyousya.htm
■問い合わせ■　東京都生活文化局広報広聴部情報公開課　日置・中村　電話 03－5388－3135
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９月 20 日から 26 日は動物愛護週間です　ほか

９月 20 日から 26 日は動物愛護週間です
　動物愛護週間は、ひろく国民の間に、命あるものである動物の愛護と適正な飼育についての関心と理解
を深めるために、「動物の愛護及び管理に関する法律」に基づいて設けられたものです。この機会に、私
達が飼っている動物、身近にいる動物たちについて、もう一度考えてみましょう。

◆不幸な野良猫を増やさないために
　猫の糞尿や鳴き声などによる相談が増えてきています！！
　庭などで猫に餌を与えている方は、その周囲で猫が増えていないか改めて注意と確認をした上で、少し
ずつ慣らして不妊手術をしましょう。手術をしなければ、結果として不幸な野良猫を増やすことになりま
す。数が増えて、手に負えなくなってからの相談では手遅れです。１匹のうちに手術をしましょう。また、
餌を出しっぱなしにせずその都度回収すれば、他のネコは寄り付きません。
　合わせて、ご近所で糞尿をしないように庭などに猫用のトイレを設置しましょう。

生き物と接する以上、責任が生じてくるということをよく考えましょう
八丈町で活動する動物愛護活動団体「捨て猫をなくす会」では、

会員に対して飼主のいない猫への不妊手術費用補助を行っています。

　不妊手術などに関するご相談は、問い合わせください。
■情報提供・相談・問い合わせ■　福祉健康課保健係　電話 2－5570

「いざ！」という時のために応急手当を身につけましょう
■日　　時：９月11日（日）午前９時から正午まで　■定　　員：30名
■場　　所：保健福祉センター　１Ｆホール
■対 象 者：島内在住の方（原則として中学生以上）
■講習内容：普通救命講習Ⅰ（心肺蘇生法・ＡＥＤ・止血法など成人を対象）
■留意事項： 実技中心の講習のため、動きやすい服装でお越しください。受講料は無料で、受講者には修

了証が交付されます。
■申込方法：電話またはメールにて申し込みください。
　※メールの件名を「普通救命講習参加申し込み」とし、氏名、年齢、性別、連絡先を記入してください。
■申し込み・問い合わせ■
　八丈町消防本部警防係　電話 2－0119　E-mail：keibou_hfd@town.hachijo.tokyo.jp

　

郷土料理教室
第２回：八丈島の食材を使用した料理
　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、一緒に作ってみませんか？
　年に４回開催しており、今回が第２回目です。
日　　時：９月16日（金）　　　時　間：午前10時～午後１時
申込期間：９月１日（木）から 13日（火）まで　※定員（16名）になり次第締切
場　　所：保健福祉センター　　持ち物：エプロン・三角巾・筆記用具

■問い合わせ・申し込み■　
福祉健康課保健係　電話 2－5570

愛情と責任を持って最期まで飼いましょう 繁殖を望まない場合は不妊・去勢手術を

犬の散歩はルールを守って行いましょう 飼い主が分かるよう名札などをつけましょう
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観光 おじゃれ 11 万人／フリージアで八丈島を彩りましょう！！　ほか

平成２８年　ミス八丈島

　塚
つかこし

越　あやさん
　『一年間、よろしくお願いします。』

　７月23日、八丈島夏まつりのステージで、平成 28年ミ
ス八丈島として、塚越あやさんが紹介されました。山梨県
出身の塚越さんは、中学生の時に「やまなし少年海洋道中」
に参加し、八丈島へ来ました。短大生の時に引率として再び
島を訪れ、卒業後、八丈島へ移住しました。現在は島内の飲
食店などに勤務しています。
　初仕事として、８月７日に行われた八丈島サマーコンサートで花束贈呈を行いました。

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%

7 月 9,030 8,108 2,664 1,823 11,694 9,931 9,081 7,712   17.8%

計 28,131 25,874 7,222 6,177 35,353 32,051 28,176 25,772    9.3%

※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。

9 月　 ユニバーサルキャンプ（底土野営場）　　　　　　　　　　　 10日（土）～ 12日（月）行事
予定

フリージアで八丈島を彩りましょう！！

（フリージア球根無料配布のお知らせ）

　第 51 回フリージアまつりの開催に伴い、希望する地区にフリージアの球根（一袋 10 球入り）を無料
配布します。町民や観光客の方から見える場所にフリージアの花を咲かせて春の八丈島を彩りましょう！
※ 申し込みは自治振興委員が取りまとめのうえ、９月 16 日（金）までに産業観光課観光商工係まで地区

単位でお願いします。（個人での申し込みは受け付けません）
　数量に限りがありますので、申し込み多数の場合は、数量調整します。
■配布日　10 月７日（金）　午後１時～３時　　　■配布場所　ＪＡ八丈島本店集荷場　
※上記の内容は都合により変更することがあります。その場合は自治振興委員に別途ご連絡します。
■問い合わせ■　産業観光課観光商工係　電話 2－1125
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第 12 回ユニバーサルキャンプ in 八丈島／町長上京日記

第 12 回ユニバーサルキャンプ in 八丈島　
期　間：９月１０日（土）から１２日（月）
　八丈町と NPO 法人ユニバーサルイベント協会の共催で「第 12 回ユニバーサルキャンプ in 八丈島」が
底土野営場他で開催されます。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、
障がいの有無に関わらず、誰もがそれぞれできることとできないことがあることに気づき、対等な関係で
支え合っていくことの大切さを実感できる３日間です。

●ダイバーシティ ・ コミュニケーションに参加しませんか？
　「ユニバーサルキャンプ」の参加者たちが、さまざまな不便さ、自分の個性や可能性、コミュニケーショ
ンの違いなどについて語ります。「一人ひとりがみんな違う」。参加者たちの話を聴きながら、多様性を受
け入れ、新たな発見をしてみませんか？
日　時：9 月１１日（日）午前 8 時３０分～正午
場　所：三根小学校校庭（雨天時：三根小学校体育館）

●ユニバーサル盆踊り （通称ユニボン） においでください！
　今年も「ユニバーサル盆踊り」を行います。婦人会や加茂川会による伝統芸能や、コウリマナニエの皆
さんによるフラダンス、見て、歌って、踊れるイベントが盛りだくさん！婦人会、朝市会の方々による出
店もあり、美味しいものもたくさん並びます。
　また、ユニバーサルキャンプならではの特性を生かした出し物を行う予定です。皆さん、ぜひお誘い合
わせのうえ、遊びに来てください。
日　時：9 月１１日（日）午後 5 時３０分～ 8 時３０分
場　所：三根小学校体育館

■問い合わせ■　産業観光課観光商工係　電話 2－1125

町 長 上 京 日 記　7月
５日～８日
◉ANA1894便にて上京
◉全国民間空港関係市町村協議会総会
◉第94回東京海区漁業調整委員会
◉東京都病院経営本部サービス推進部訪問
◉日本医科大学訪問
◉ANA1893便にて帰島

13日～15日
◉ANA1892便にて上京
◉関東地区港湾所在地市区町村意見交換会
◉平成28年度関東地区港湾整備振興協議会
　理事会
◉ANA1891便にて帰島

24日～30日
◉ANA1892便にて上京
◉平成28年度東京都自治体病院開設者協議会
　定時総会
◉道路整備促進期成同盟会東京都協議会総会
◉東京都町村会役員会
◉第３回東京都町村長会議
◉東京都簡易水道協会通常総会
◉東京都町村会・東京都町村議会議長会合同会議
◉竹芝桟橋よりジェットフォイル1400便にて
　伊豆大島へ
◉愛らんどリーグ2016サッカー大会島じまん
　発表会・開会式
◉伊豆大島よりジェットフォイル2450便にて
　竹芝桟橋へ
◉平成29年度東京都予算編成に対する要望活動
　（東京都副知事および関係各局局長訪問）
◉ANA1895便にて帰島
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東京法務局　特設登記所開設／『法の日』無料相談　ほか

東京法務局　特設登記所開設
　東京法務局では、職員派遣による特設登記所を開設し、不動産や商業・法人の登記申請に関する相談、相
続や抵当権に関する相談、その他の登記相談、各種申請書および証明請求書の受け付けを実施します。
◎特設登記所へ相談などでお越しの際は、お手持ちの資料をご用意ください。
◎届出や申請などの際は、事前に法務局へ電話相談し、必要書類を確認することをお勧めします。

日　　時：９月１３日（火）午後２時３０分～５時
　　　　　９月１４日（水）午前９時～正午、午後１時～４時３０分
　　　　　９月１５日（木）午前９時～正午
場　　所：八丈町役場１階　相談室１・２
■問い合わせ■　東京法務局不動産登記部門　電話 03－5213－1330（不動産）
　　　　　　　　　　　　　　法人登記部門　電話 03－5213－1337（商業・法人）

※登記相談の受け付けは、
　終了時間の30分前までです。

『法の日』無料相談
・相談内容　　①土地・建物の調査・測量、境界問題および不動産の表示に関する登記の相談
　　　　　　　②権利に関する相談
・相談日時　　10月６日（木）午前10時～午後３時まで
・相談場所　　高橋富雄司法書士事務所　三根 12－４　電話 2－1086
・相談担当　　東京土地家屋調査士会七島支部　斎藤　孝道
・後　　援　　東京法務局

電話で弁護士に相談できる「島しょ法律相談」
　東京都では、島しょに居住される方を対象として、弁護士の法律相談（電話相談）を実施しています。
相談は無料です。

　ご相談者のプライバシーは固く守られますので、安心してご相談ください。

相談日・時間　月・水・金曜日 ( 祝日・年末年始の閉庁日を除く。)　午後１時～４時
　※ 相談時間中は、直接、電話でご相談いただけますが、相談中の場合もありますので、事前にご予約い

ただくと確実です。
事前予約　　　月～金曜日（祝日・年末年始の閉庁日を除く。）　午前９時～午後５時
■相談・予約・問い合わせ■　東京都生活文化局広報広聴部都民の声課　電話 03－5388－2245

平成２８年度　下半期　島しょ法律相談日　カレンダー
平成 28 年 平成 29 年

１０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月
月 水 金 月 水 金 月 水 金 月 水 金 月 水 金 月 水 金
3 5 7 2 4 　 2 　 4 6 1 3 　 1 3

12 14 7 9 11 5 7 9 11 13 6 8 10 6 8 10
17 19 21 14 16 18 12 14 16 16 18 20 13 15 17 13 15 17
24 26 28 21 25 19 21 23 25 27 20 22 24 　 22 24
31 28 30 26 28 30 27 27 29 31
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食事調査ご協力のお願い／町立八丈病院運営協議会議事要旨　ほか

町立八丈病院運営協議会議事要旨
７月27日（水）午後６時　会議室
報告事項　１）平成27年度収支について　　　 　２）平成27年度患者数調などについて
　　　　　３）医師および職員の異動について　　４）その他　
委員の意見など
○医療スタッフの確保状況は
　本年度、看護師については４名入職し充足、懸念されていた助産師についても１名入職し現時点では充
足しています。ただし助産師は２名中１名が定年を延長し勤務している状況ですので、引き続き募集を続
けています。
○病院駐車場の白線が薄くなってきているので、引き直してもらえないか
　横断歩道なども含めて、予算を確保した上で引き直す方向で検討します。
○事務局からの報告とお願い
　① 病棟の面会時間は、平日は午後３時から７時 30 分まで、休日は午後１時 30 分から７時 30 分まで

です。入院されている患者さんの安静のために、面会時間は厳守願います。　
　② 定期的に薬をご使用いただいている患者さんにつきましては、薬が切れる前に外来を受診していただ

きますようお願いします。
■問い合わせ■　町立八丈病院　電話 2－1181

平成28年度コミュニティ助成備品
　中之郷自治会では、( 一財 ) 自治総合センターのコミュニティ助成事業による宝くじの助成金を受け、
地域行事用音響機材および生活道路整備作業用機材として、次の備品を整備しました。
　・イベント用音響セット　１セット　
　・スピーカースタンド　　２台
　・ワイヤレスマイク　　　４本　　　
　・ワイヤレスアンプ　　　１セット
　・エンジンブロワ　　　　６台
　コミュニティ助成事業は、コミュニティ活動の
　促進と健全な発展を図るとともに、宝くじの社会貢献広報を目的としています。
　■問い合わせ■　中之郷出張所　7－0002

食事調査ご協力のお願い
　島しょ保健所では、今後の生活習慣病予防事業の参考とするため、八丈町の協力のもと、食事に関する
調査を実施します。調査票が届いた方は、回答へのご協力をお願いします。
調査期間：９月１日（木）～ 15日（木）　※ 9 月15日までに投函してください。
対　　象：無作為抽出法で選んだ 20 歳以上の方
　　　　　※ 20歳以上の全町民から、各年代・性別ごとにランダムで２割の方を抽出し、対象者として

います。
調査用紙：２種類
■問い合わせ■　島しょ保健所八丈出張所　庶務担当　電話 2－1291
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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

※ 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

八丈島空港　空の日イベント開催
10月1日（土）午前９時～午後４時

　　　（空港駐機場の開門時間　午前10時～午後３時）
　八丈島空港では、空港をもっと身近に感じていただくために、「空の日」を記念したイベントを開催し
ます。普段、見ることのできない空港施設を公開しますので、この機会にぜひ、ご家族やお友達などお誘
いのうえ、お越しください。

＜主なイベント内容＞
　屋外：航空機の展示、空港内場周道路自転車ツアーなど
　屋内：航空機写真・絵画の展示、ミニ縁日、空の日カレー（ワンコイン）など
　※展示用航空機写真出展者募集！　締切：９月12日（月）まで
　　空の日に展示する航空機写真の出展希望者は空港管理事務所にご連絡ください。
　※ 上記出展募集と他実施イベント詳細に関しては事務局か空港ターミナルビルＨＰでご確認ください。
　※ 天候その他の事情により、イベントの内容変更、または中止する場合がありますので、あらかじめご

了承願います。

■問い合わせ■　事　務　局：東京都八丈島空港管理事務所　電話 2－0163
　　　　　　　　空の日ネット　　　　　　　　　　　　　　http://www.soranohi.net/
　　　　　　　　八丈島空港ターミナルビル㈱ＨＰ　　　　　http://hachijoapo.net/

大賀郷・末吉地域 敬老会 開催！
　大賀郷・末吉地域にお住まいの高齢者の方々への感謝とともに、長寿をお祝いする敬老会を開催します。

大賀郷地域　　　　　　　　　　　　　
日　時　９月19日（月・敬老の日）
　　　　午前10時30分～午後１時
場　所　大賀郷公民館

末吉地域
日　時　９月19日（月・敬老の日）
　　　　午前11時30 分～午後２時
場　所　末吉公民館

※対象者は 70 歳以上の方（昭和22年４月１日以前に生まれた方）

例年と時間が異なりますのでご注意ください。

■問い合わせ■　福祉健康課高齢福祉係　電話 2－5570

大賀郷・末吉地域 敬老会 開催！／八丈島空港　空の日イベント開催　ほか
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【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 A320 1894 14：05 15：00 A320

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

区　間 期　間 普通運賃 往復割引（片道）

羽田＝八丈島 9/1 ～ 9/30 23,390 15,190
※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。

○ 9月の航路ダイヤ

・糖尿病教室　９月23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

　
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

がじゅまる広場・とびっこクラブ指導員の募集！！　ほか



9月2016
9月2016

日 月 火 水 木 金 土
1 2 3

高齢者健康教室
10：00 ～ 12：00

4 5 6 7 8 9 10

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

高齢者健康教室
10：00 ～ 12：00

１歳歯科健診
9：15 ～ 10：00 受付

高齢者健康教室
10：00 ～ 12：00

図書館おはなし会
10：00 ～ 11：00

し尿収集運搬休業日
11 12 13 14 15 16 17

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

高齢者健康教室（三根）
10：00 ～ 12：00

高齢者健康教室（大賀郷）
10：00 ～ 12：00

郷土料理教室
10：00 ～ 13：00

18 19 20 21 22 23 24

し尿収集運搬休業日

大賀郷地域敬老会
10：30 ～ 13：00

末吉地域敬老会
11：30 ～ 14：00

し尿収集運搬休業日
図書館休館日

3 歳児健康診査
13：15 ～ 13：45 受付

こども心理相談
9：00 ～ 16：00

すくすく相談
9：00 ～ 11：00

し尿収集運搬休業日
図書館休館日 し尿収集運搬休業日

25 26 27 28 29 30

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

こどもおやつ教室
10：00 ～ 11：30

図書館休館日

町 立 病 院
臨 時 診 療 日

温 泉 休 業 日

9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 ９月 23 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 1 2 3 1 2 3

燃・害 燃・害 金属 燃・害 金属

4 5 6 7 8 9 10 4 5 6 7 8 9 10 4 5 6 7 8 9 10

金属 燃・害 資源
古着 びん 燃・害 燃・害 資源

古着 燃・害 金属 燃・害 資源
古着 燃・害 金属

11 12 13 14 15 16 17 11 12 13 14 15 16 17 11 12 13 14 15 16 17

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

18 19 20 21 22 23 24 18 19 20 21 22 23 24 18 19 20 21 22 23 24

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

25 26 27 28 29 30 25 26 27 28 29 30 25 26 27 28 29 30

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

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 ５日　12 日　26 日　 毎週月曜日

みはらしの湯 ６日　13 日　20 日　27 日 毎週火曜日

ザ・ＢООＮ ７日　14 日　21 日　28 日 毎週水曜日

やすらぎの湯 １日　　８日　15 日　29 日 毎週木曜日

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。


