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町の人口（ １月 １日現在）

人　口	 7,465人	 減	 1５人
　男　	 3,720人	 減	 7人
　女　	 3,745人	 減	 8人
世帯数	 4,365世帯	 減	 10世帯

１２月中
の異動

世帯数 男 女 人口計
三　根 2,090 1,817 1,789 3,606
大賀郷 1,430 1,208 1,226 2,434
樫　立 284 237 239 476
中之郷 366 313 340 653
末　吉 195 145 151 296

転入・出生	 13人	（うち転入9人、出生4人）
転出・死亡	 28人	（うち転出18人、死亡10人）

（ １月 １日現在）※外国人含む

第３８回八丈島パブリックロードレース

02-11 平成3１年成人祝賀式　誓いの言葉・意見発表

11 特別展示と講演会のお知らせ

12 税のお知らせ／芝税務署からのおしらせ

13 平成3１年度　町・都民税の申告の受け付け　ほか

14 国民年金

15 国保だより／介護給付費通知書について

16 環境だより

17 し尿・雑排水などの収集運搬業務の休業日　ほか

18 骨密度測定会（骨粗しょう症健診）のお知らせ　ほか

19 2 月の母子保健／ 2月子どもの定期予防接種　ほか

20 水道だより／八丈町営住宅入居者募集

21 テレビ視聴に関する重要なお知らせ　ほか

22 教育委員会だより

23 第１4回テニス大会結果／第 7回ボウリング大会　結果　ほか

24 募金の報告／ひょんはーもちつき・えこの春まつり　ほか

25 図書館からのお知らせ

26 がじゅまる広場・とびっこクラブ指導員募集中！！　ほか

27 町立八丈病院職員募集／臨時診療日その他、専門外来診療　ほか

目 次

雨風に負けず、たくさんのランナーが八丈島を駆け巡りました。
エントリー数は８０９名（島外5８９名、島内２２０名）で、島外からの申し込みは過去最多となりました。
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平成31年成人祝賀式　誓いの言葉・意見発表

平成31年成人祝賀式　誓いの言葉・意見発表
　 1 月 ５ 日、八丈町多目的ホール「おじゃれ」で行われ、男子32名、女子2５名の計５7名が
参加しました。成人を迎えた方々のご活躍が期待されます。
　祝賀式より、新成人による「誓いの言葉」、「意見発表」をご紹介します。

※個人情報保護のため、内容を一部削除しています。
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平成31年成人祝賀式　誓いの言葉・意見発表

誓いの言葉
　本日このような式典に参加できたこと、そして準備をし
てくださった関係者のみなさまに、心より感謝申し上げま
す。今年の 4 月で自分たちを育んでくれた平成が終わり、
新たな時代が始まろうとしている中で、この場に立てるこ
とに責任を感じる次第であります。
　時が経つのは早いものです。私は 8 月に20歳を迎え、約
5 ヶ月が経ちました。しかし特段に生活が変わったわけで
はないので実感がありませんでした。
　しかし、これまでを振り返ってみると自分自身はあまり
変わっていなくても、世界は大きく変わったと思います。
特に情報環境については大きく変化しました。小さいとき
はなかったはずのスマートフォンが今では自分の手元にあ
りますし、電車に乗れば周りはスマートフォンを見ていま

す。20年も生きるだけでこんなにも風景が変わるのだと思いました。
　そして今年の 5 月から新元号による日本がスタートします。小学生のときは平成が終わるとは全く考
えていませんでした。今でも、新たな時代をどのように受け止めるべきか考えています。しかし時代が
変わると分かっている以上、責任を持って迎え入れなければならないと思います。
　本日はこのような式典を準備していただきありがとうございます。私の父、母の世代が平成を作って
いったように、新たな時代を作っていきたいと思います。
　以上で誓いの言葉とさせていただきます。

誓いの言葉
　皆さま、新年あけましておめでとうございます。本日は、
成人を迎えた私たちの門出に対し、このような素晴らしい
式典を催していただき誠にありがとうございます。生まれ
育ってきた八丈島で成人式を迎えることができ心から嬉し
く思います。今まで支えてくださった方々に感謝の気持ち
を込めて新成人一同お礼申し上げます
　さて、話は変わりますが、昨年度、東京都の私立幼稚園
から内定を頂き、今年度から幼稚園教諭として働くことと
なりました。子どもたちに自然と関わる楽しさをはじめと
して八丈島で育ってきたからこそ教えてあげられることに
自信を持って指導していきたいと思います。
　今日、私たちが笑顔で成人式を迎えることが出来たのは
私たちを支えてくださった家族、進路実現のために教え、

導いてくださった先生方、成長を見守ってくださった地域の方々、そして大好きな友人たちのおかげです。
この感謝の気持ちと八丈島で生まれ育った誇りを心に留めてこれからの人生も明るさと笑顔を忘れずに
力強く歩んで行くことを誓います。
　簡単ではございますが、これを持ちまして誓いの言葉とさせていただきます。
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意見発表
　新年明けましておめでとうございます。本日はこのよう
な式典を開催して頂きまして、誠にありがとうございます。
　八丈高校を卒業してから私は今、沖縄県で生活をしてい
ます。沖縄の各地を巡ると自然の景色はどこか八丈島と似
ていて、故郷に思いを馳せるような一画に出会うことがあ
ります。沖縄の白い砂浜とエメラルドグリーンの海は美し
い景色ですが、八丈島の黒い岩肌とディープブルーの海も
魅力的です。
　私は八丈島で生まれ育ったことを自慢に思っています。
なぜなら、地域と密接に関わることや地域の在り方につい
て考えを深めることができたからです。小規模なコミュニ
ティーでしたが、この環境の中で成長できたことは私の自
信につながっています。

　私は樫立で育ちました。樫立は人口の少なさもあり住民同士の仲が良く、人の温かみを感じられる地
域です。樫立小学校が閉校したのは私が小学 2 年生の時で、全校生徒20名、同級生は 6 人でした。小学
校 5 年生の頃には同級生メンバーを中心に「樫立自治会ジュニア」というものに任命されました。最初
は運動会のリレーに出るという名目で結成されましたが、次第に樫立の新しい行事等の運営を任される
ようになりました。ウォークイベントやクリスマスイベントの運営、運動会の応援団、また演劇に関わ
らせていただきました。行事ごとに地域の方々は喜んで下さるので、当時は「やってよかった」という
達成感を味わいました。子供の私たちは地域の方々から感謝される立場であったのかもしれません。し
かし、実際は私たちが感謝すべき立場なのだと気づきました。樫立には「頑張る子供たちがいた」とい
うよりも「頑張れる環境があった」のだと思います。私たちはたくさんの方々に支えられ、貴重な経験
をさせて頂きました。子供達が頑張れる環境を築き、チャンスを与えて下さった地域の方々に感謝して
います。
　さて、現在、私は大学で建築を学んでいます。建築は知れば知るほど面白い学問です。その一つに「批
評する面白さ」があります。建築物を批評するための根拠となるのが評価軸です。評価軸とはデザイン
性や機能性、環境性などの評価の様々な基準のことを指します。評価軸は人それぞれで、価値観等の違
いなどから生まれる討論には建築の面白さがあります。世界に建つ有名な建物はなにか １ つのポイント
に富んでいるケースがほとんどです。つまり、名建築家たちの建物にははっきりとした考えが刻み込ま
れているのです。以前私が取り組んだ設計課題の審査会では、大学の教授や現場に立つ方など建築を深
く学ばれている方でもその評価が異なりました。私が良いと思った作品が議題に上がらないこともあり
ました。しかし、最終的に入賞する作品は確かに何か １ つの強みがありました。
　ここで八丈島の話に戻ると、活躍のチャンスは誰かに与えられるものでした。しかし、社会に出れば
自分から掴み取りに行かなければ挑戦する機会すら与えられないのかもしれません。チャンスを勝ち取
るためには名建築のような何かに特化した武器が必要となるのです。
　新成人の皆さん、これから先、私たちには決断の場面が幾度となく訪れることと思います。そのよう
なときに自分の信じるものが、自分を助けてくれる心の支えとなることでしょう。
　最後になりますが、私は樫立で学んだ地域の在り方をもとに地域の活性化に建築の力で役に立ちたい
です。拙い内容でございましたが、以上で意見発表とさせていただきます。

平成31年成人祝賀式　誓いの言葉・意見発表
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意見発表
　明けましておめでとうございます。本日はこのような素
晴らしい式を催すために準備してくださった皆様に対し御
礼申し上げます。
　同級生の皆さん、お久しぶりです。高校を卒業してから
今までどのような日々を過ごしましたか。私は保健師とい
う夢を叶えるために看護大学に通っています。｢看護大学で
保健師？それはどのような職種だ？｣ と思う方もいると思
うので、この場を借りて少しお話をさせてください。保健
師の働き先は、病院だけでなく保健所や行政、地域の人の
自宅に直接伺う訪問看護などさまざまです。内容としては
地域に焦点を当て、その人が病気に罹ることを予防出来る
ような運動や食事指導、そして妊婦さんに対しての育児支
援や精神疾患のある人の心理・社会的支援とその家族の心

理面への支援などがあります。このように私は病院だけではなく地域に働きかけている部分に魅力を感
じ、働いてみたいと思うようになりました。
　この職に就きたいと思うようになった最初のきっかけは、看護師として働いている母の姿を見たこと
から始まります。母は昔から家族全員が風邪を引いた時も、自分は風邪を引くことが一切なく、そして
家事も怠ることなくこなしていました。また患者さんに対してその人の目線や精神状態に合わせて寄り
添っている姿や周囲の人からも「母の注射は上手で早くていい」と言ってくださる人も多く、さまざま
な面でとても尊敬しています。そのため私も「いつか母と同じ職場で働きたい」と考えましたが、母か
らは保健師を勧められました。初めて言われたときは内心ショックでした。しかし昔から母が私の意見
に反対するときは何かしらの意味があったので考えることにしました。そうすると看護師の夜勤の大変
さ、定時で帰ることが出来ない辛さ、寝たくても寝られない昼夜逆転する生活などがありました。しか
し保健師は定時で帰れること、育児支援が充実していることなど長所がたくさんありました。このよう
なことを踏まえ、自分と同じように辛い思いをさせたくないために保健師を勧めたのかなと思いました。
また、私は幼い頃から友達の相談を受けることが多く、その人の気持ちになって考え、解決しようとし
ます。そして私は、友達のちょっとした外面上や内面上の変化に気づくことが出来ます。そのため自分
の長所を生かすには看護師よりも保健師の方が向いていると自覚しました。
　そして現在大学二年生となり専門科目が増えただけでなく、一つ一つの科目の内容が重くなってきま
した。これに加え、今年の春に保健師課程の選考試験があります。試験の受験条件として成績の上限が
あります。試験までに成績が上がるのかと不安になることや、私なんかが保健師になって良いのかと自
分を悪いようにしか見ることが出来ず諦めようとした時期もありました。しかし母と進路について話し、
授業で分からなかったことを聞いたとき的確に答えてくれる姿を見たことや実習先で辛そうにしている
患者さんや、実習生と会話が出来ることを喜んでいる患者さんと触れ合うことで医療職者の重要性に気
づけ、再度自分の夢について考え直すことが出来ました。
　終わりに高校を卒業し、島を離れた 2 年前。今までとは違い自ら新しく出会う人たちと関係を築こう
としなくてはいけません。最初は新しい生活に全く慣れず萎縮している自分がいました。しかし勇気を
振り絞って前に進むと、今までに出会ったことのない性格の人や、体験をしてきた人たちに出会え、自
分を成長させるきっかけとなることがありました。私は新たな人と触れ合うことの大事さを学べました。
これと同時に八丈島に帰省したり、島の同級生に会えたりすると、無意識に口からこぼれる悩みを暖か

平成31年成人祝賀式　誓いの言葉・意見発表
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く受け止めてくれる優しさ、周りの目を気にすることなく大笑いできる落ち着く環境があることを再認
識できました。そのため成人を迎えた同級生の皆さんも学校や職場で出会えた人も大切にすることも大
事ですが、島民の暖かさを何歳になっても忘れないでほしいと思います。そして辛くなったら、思う存
分頼り、助け合いましょう。
　重ね重ねになりますが、本日はこのような式にご臨席くださった家族の皆様,地域の皆様に感謝申し上
げます。そして、私を今まで育て、支えてくださった家族の皆さん、これからも変わらず迷惑や心配を
かけると思いますが、どうか暖かい目で見ていてください。しかし怠けていたら容赦なく叱ってください。
そして夢が実現したら必ず恩返しするので待っていてください。
　結びに、本日はこのような意見発表の場を設けていただいたことに感謝しつつ、発表を終わりにした
いと思います。

意見発表
　「１0代のうちに経験した事で、私達は生かされも殺されも
する。」これは、私が最も尊敬する作家さんの言葉です。皆
さん、どんな１0代を過ごされましたか？私は何かを成し遂
げられた訳でもなく、これといった夢もありません。そん
な私が何を話したらいいのか。迷った結果、今私の思うこ
とを話そうと思います。
　高校を卒業すると共に東京に １ 人出て来て、常に思う事
があります。それは、人と出逢う事以上に価値あるものは
無いという事です。人と人が出逢うところにしか新しいも
のは生まれません。
　ある日、友人と食事に行った時、近くに座っていた方と
お話をする機会がありました。その時、やりたい事が見つ
からず、悩んでいる事を話しました。するとその方は、「や

りたくないことを潰していって残ったものを見ていくと、案外それが自分のやりたい事だったりするも
のだよ」と言いました。何も先が見えず、どうしたらいいのか分からなかった私はこの言葉にとても救
われました。そして、新たに挑戦してみたいと思うものも見つかりました。これは私の出逢いの中のほ
んの一部の話で、他にも沢山の出逢いがあり、それと共に新しいものが常に生まれ続けます。そんな沢
山の人と出逢える環境に、今私はいて、それは当たり前の事だと思っていました。
　そんなある日、父が病気にかかったと知らされました。それは唐突に、母からの電話で知りました。そ
の時ふと、酔うと話が長くなる父の姿を思い出しました。話の内容は殆ど覚えていないのに、「大人にな
れば今話している事がわかるようになるから」と頻りに父が言っていた事は覚えていて、成人になった
今ならわかるかと思い、なんとか思い出そうとしましたが思い出せずに、悔しい思いは募るばかり。
　思い返すと、家族と共に過ごす時間は私にとって日常の一部であり、当たり前の事でした。家に帰る
と母の作るあたたかいご飯があり、みんなで食卓を囲む。日曜日のサザエさんの時間はみんなでジャン
ケンをする。誰かの誕生日はみんなでケーキを食べる。東京に １ 人出てきて、なんでもない日常が日常じゃ
なくなった今。
　当たり前が当たり前ではなくなっていく恐怖というものは、失うかも知れないと悟った時にやっと訪
れます。失ってからその大きさに気づいたりもします。今回、父が病気にかかったと聞き、私は当たり

平成31年成人祝賀式　誓いの言葉・意見発表
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前を失う恐怖を知ることが出来ました。しかし、人はいつ死ぬかわからない。死だけに限らず、今ある
ものがいつなくなってしまうかは誰にもわからないのです。
　沢山の人に出逢える環境に今いる事を、私は当たり前の事だと感じています。しかし、これもまた当
たり前ではないのです。両親の支えや、周りの人の沢山の支えがあって今この場に立てています。父が
病気になった時、私は新たな環境に踏み出す事を躊躇しました。しかし父は、今まで通りでいいと言っ
てくれました。その父の意見に母は有無を言わず、私の背中を押してくれました。この 2 人の優しさが
どれほど偉大なものなのか、私には一生かかっても計り知れません。これからどのように恩を返して行っ
たらいいのかもわかりません。恐らく返せません。ただただ、今は、その当たり前に感謝します。
　話は変わりますが、最近、八丈島という環境について、考えさせられることが多くなりました。一歩
外に出れば知り合いに会い、海が青く星空が綺麗で、夜は殆どお店がしまってしまう。その為夜遊びと
いえば免許も無い学生時代の殆どが夜道の散歩。この奇妙でもあり美しい環境を時々振り返ります。狭
すぎると感じる事もあります。しかしそれと同時に、八丈島で生まれ育ち、ここを故郷と呼べる今があ
る事にとても感謝しています。そして、今この場にいる人達にとってもここは同じ故郷です。故郷と呼
べる場所があってよかった。そして、ここを同じように故郷と呼べる仲間がいてよかった。
　最後になりますが、本日はこのような素晴らしい式典を開いていただき、ありがとうございます。
　時間というものは刻一刻と流れていくもので、未来は今になり、今は過去になり、明日の今頃は、昨
日は良い成人式だったなと振り返っている事でしょう。平成は終わり、過去は思い出となり、思い出は
美化されます。手に入ったものより手に入らなかったものの方が良く見え、手に入らないからこそ美し
く見えるのも事実です。しかし、今の私を象っているものは、今あるものだけなのです。過去は思い出
として私の中に生き続けます。そして今私の周りにいてくれる人、もの、私を取り巻く環境、その全て
が合わさって、今、私が存在しています。だからこそ、私は今あるものを大切にしていきたい。過去に
感謝しながら、今を大切に、今、当たり前にあるものに気づけるように、感謝できるように、これから
生きていきたいと思います。
　20年間ありがとう。そしてこれからもよろしくお願いします。
　以上で私の意見発表を終わります。ご静聴ありがとうございました。

意見発表
　新年明けましておめでとうございます。
　本日は、私たちのためにこのような式典を開いていただ
きありがとうございます。
　私は今、横浜中央病院附属看護専門学校に通っています。
今の自分があるのは看護師をしている母親の影響が強いと
思っています。
　私が、小学生から中学生の頃、母はいつも「疲れた」と
言いながら帰宅していました。家事の手伝いをしないとも
の凄く怒られたため、母を恨んでいる時期もありました。「そ
んなに疲れて大変なら仕事なんか辞めればいいのに」とも
思っていました。小学校高学年のある時、母の職場で、出
血しているお年寄りの手当てをしている母の働く姿を見た
時、私は驚き衝撃を受けたのを今でも覚えています。また、

平成31年成人祝賀式　誓いの言葉・意見発表
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父が病気になった時もいつも父を心配して、母は普段からの食事や運動の大切さを家庭で話していまし
た。いつも「疲れた」だけが口癖で怒ってばかりの母だと思っていましたが、その裏にはいつも仕事で
病気や怪我をした人の痛みや不安を、和らげてあげていたからなのだと感じ始め、高校に入ってからは
自然と看護の道を選んでいました。
　今、私は 2 年生の後半となりました。実習はとても大変ですが、患者さんとのふれあいの中で気付い
たことが、一つ一つのことが健康や命に関わる仕事なので、誰かの役に立っているというやりがいや、自
分自身も成長させられていることです。看護師は、これからの高齢化社会に向けて社会的にも意義のある、
魅力的な仕事だと思っています。そのため、いつも笑顔で患者さんと接することのできる看護師を目指し、
地域の人々に貢献できるようこれからも頑張りたいと思います。
　私たちは、ここ八丈島で、豊かな自然や温かい人々などに囲まれて育ってきたことに誇りを持てますが、
高校を卒業し、この 2 年間で様々な人と出会い、島がとても狭い環境であるということを改めて実感し
ました。若い世代の私たちがもっと外に出て多くの経験を積んでいくべきだと思います。そして、もっ
ともっと広い世界で貢献できると良いのではないでしょうか。
　最後に、これまで私を支えてくれた友人や周りの方々、そしてここまで育ててくれた両親に心からの
感謝を申し上げ、意見発表とさせていただきます。ご静聴ありがとうございました。

意見発表
　新年明けましておめでとうございます。本日は、私たち
のために盛大な式典を催していたいただき誠にありがとう
ございます。また、お忙しい中、ご臨席くださったご来賓
の皆様には重ねて御礼申し上げます。
　この大好きな八丈島で久しぶりに友人と再会できたこと、
家族をはじめ、お世話になった島の方々にこのような晴れ
姿でお会いできたことを心から嬉しく思います。
　今年成人を迎えた私たちは、ほとんどの人が八丈島で生
まれ、自然に囲まれながら育ってきました。今思うと、島
の方はいつでも優しく、ある時は些細なことで心配をして
くれたり、またある時は、自分のことのように喜んでくれ
たりと本当に自分は恵まれていると何度も思いました。
　私は１8年間この八丈島で育ちました。ここにいる友人の

多くは保育園の頃から高校生まで一緒に過ごしてきました。だからこそ、 2 年前に八丈島を離れること
が寂しくてたまりませんでした。しかし、みんながそれぞれの道を歩んでいき、現在このように立派に
成人を迎えることができたことをとても嬉しく思います。島を離れてから全く会ってない人もいれば、定
期的に会っている人もいます。やはり、離れていても会うことで、お互いの近況報告や、元気をたくさ
んもらえるので、改めて島の友人は特別、これからも大切にしていきたいと思います。私のことをいつ
でも受け入れてくれる友人が大好きです。
　話は変わりますが、私は現在スポーツ系の専門学校に通っています。島を離れての生活は不安で仕方
がありませんでしたが、友達もでき、島にも興味や関心を持ってくれる子がたくさんいました。毎日が
楽しく、充実した日々を送っています。現在は通年の授業が終わり、卒業に向けて準備をしています。授
業自体はそんなに辛くはなく、 友達と和気あいあいと受けていますが、スポーツ系とはいえ、卒業するた
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めのノルマが多く、正直息が詰まることが多々あります。
　そのような時、将来どうなりたいかと自分に問いかけます。現在の夢は子供たちに信頼される体育指
導員になりたいと考えています。私は、小さい頃から活発で、スポーツが大好きでした。小中高とバレー
ボールに熱中していましたが、部員が少なくて試合に出ることが出来ずに、とても悔しい思いもしました。
ですが、辛いメニューが毎日続いても、試合に出られないという現実と向き合い、最後までくじけず、応
援してくれる人たち、当時の顧問の先生方のために必死に頑張っていたのを今でも鮮明に覚えています。
あの時、主将という立場でいた私でしたが、部活動で得たものは凄まじいもので、あの時、あの瞬間頑張っ
ていなかったら今の自分はいないと言っても過言ではないくらい、大きな財産になっています。そして、
夢を叶えるための第一歩として、 4 月から幼児体育指導員として新たな舞台で働くことが決まりました。
努力を惜しまず、常に周りの人に感謝をしながら、残りの学生生活を終えたいです。これからは立派な
社会人になって、お世話になった方々、そして両親に恩返しをしたいです。
　私は父、母、 2 つ上の姉と 4 つ下の妹がいます、私の中で一番大切な存在は家族です。私は三姉妹の
次女として生まれましたが、今考えてみれば、私が一番、家族に迷惑と心配をたくさんかけてしまった
と思います。きっと今でもそうです。自分のことしか考えられず、不器用な娘でごめんなさい。それに
比べて姉は、三姉妹の中で一番のしっかり者で第一に家族のことを考えてくれる立派な姉です。私はそ
んな姉を密かに尊敬しています。私に厳しい言葉をかけてくれますが、それは家族のため、私自身のた
めだと最近になって気づきました。口で言うことは簡単なことですが、私は 4 月から社会人。これまで
の甘い考えを捨て、今までの自分の生活を見つめ直して、社会に通用する人になりたいです。両親にはもっ
と立派な姿を見せられるよう、これからも頑張りますのでどうか温かく見守って下さい。いつも本当に
ありがとう。いつでも安心きて帰れる場所があると言うことは幸せなことなのだと明石家がおしえてく
れました。自分の家族です。大好きです。
　私はこの八丈島に生まれてきたことを心から幸せに思います。本当に八丈島が大好きです。夢を叶えて、
素敵な男性と出会い、結婚して、子どもを産んで幸せに暮らすことが第二の夢です。数年後、どうなっ
ているのかは誰にもわかりませんが、今日、この成人式で今まさに、私が皆さんの前で意見発表を読み
あげていることなど想像をしていませんでした。皆さんも今日という日が来て、自分が成人になってい
る姿など考えていなかったと思います。時の流れは早いですね。改めて、自分の将来について考えてみ
るのもいいかもしれません。
　最後になりますが、自然が豊かで、人が温かく、いつでも変わらないこの八丈島を心から誇りに思い
ます。また、私を支え、応援してくださる、全ての方々には心から感謝申し上げます。何年経っても裏
切らず、嬉しいことから愚痴まで聞いてくれる友人はこれからも宝物です。いつもありがとう。そして、
まま、ぱぱ、この八丈島という素晴らしい島で私を生んで、育ててくれてありがとう。いつもこんな私
を信じてくれて応援してくれて、ありがとう。いつも家族に支えられているのでこれからは私が支えます。
どうかこれからも温かく見守っていて下さい。
　私に関わってくださる皆さんに心からの感謝の気持ちを込めて、意見発表とさせていただきます。

平成31年成人祝賀式　誓いの言葉・意見発表
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意見発表
　皆様あけましておめでとうございます。本日はこの様な
素晴らしい成人式を開いて頂きまして、恐悦至極に存じま
す。また、御臨席くださった来賓の皆様、また保護者の皆
様にも重ねて御礼申し上げます。
　さて、私事ではございますが、私は島を離れてから防衛
省陸上自衛隊で勤務しています。島を離れてすぐ、神奈川
県横須賀市に所在する武山駐屯地にて ３ ヶ月間の前期教育
というものを受けました。そこで ３ つの事を学びました。
　「自衛隊に行くんだ」と意気込んだ私は、いざ駐屯地に入っ
た時はとても緊張しました。周りにいる同期は同い年の高
卒だけでなく中卒の者、大卒の者、社会人を経て自衛隊に
来た者、色々な経歴のある同期がそこにはいました。その

中には中卒を見下す者、大卒で自衛隊とバカにする者、社会を経験していると威張る者がいます。しかし、
どんな経歴を踏んでいようと自衛隊にとっては関係ありませんでした。自衛隊は日本に存在するもう一
つの社会と言えます。あの日、武山で会った者は皆、自衛隊 １ 年目、教官に言われた言葉は「お前たち
は赤ちゃんと一緒だ」です。「気を付け！右へならえ！なおれ！敬礼！」外の世界でやっていたら、「ミ
リオタ」と言われてしまう号令をかける事を、 真剣に一言一句間違えないようにやっていました。号令に
は「前へ進め！駆け足進め！」などもあり、動きを完全に支配されるのです。この号令が私たち新隊員
を悩ませます。号令に付随する動作を忘れる者や、号令を間違える者がいるのです。もし私が号令をかけ、
ミスをすれば、同期はすぐには教えてくれません。教官がそう指導するのです。私は号令がわからない為、
部隊を正しく動かせない、よって決められた時間に目的地に到着しない。私が一言一句覚えていないだ
けで同期皆に迷惑をかけます。号令は自衛隊において基本中の基本です。同期皆が平等に基本がままな
らない。すると同期の仲に変化が生じました。最初は見下されていた中卒の者が完璧な号令で同期を引っ
張り、社会を経験している2７歳が高卒の１8歳に号令が合っているか聞き、気が付けば敬語の会話が無く
なり、尊敬し合い、助け合う仲になっていました。「 ３ 分で飯を食え」「 5 分で風呂にはいれ」「 6 時に起
床して １ 分で服を着て靴を履いて廊下を走らずに点呼に出ろ」沢山の理不尽を ３ ヶ月間で経験しました。
この理不尽を乗り越えられたのは、同期の足を引っ張りたくないと皆が思い、協力し合ったからこそ出
来たことでした。そんな苦難を共にした同期、衣食住を共にした同期は皆全国へ飛んでいきましたが、今
でも連絡を取ります。教わった事の一つ目は「同期の大切さ」です。この経験から、私は学生だった時
以上に人とのつながりを強く意識するようになりました。
　自衛隊の訓練のひとつに行軍があります。１0kg程度の背嚢とよばれるリュックを背負い歩くだけです。
ただ歩くだけですが、今でも私は行軍が嫌いです。自衛隊での初めての行軍の歩行距離は１0kmでした。
最初は順調に歩いていきます。段々とリュックの重みで肩に違和感を覚え始めます。ブーツによる足へ
の圧迫と常に１0kgを背負って歩くという経験がない私の足は激痛が走ります。通気性が良いとは言えな
い長袖長ズボンとブーツで歩くので汗が止まりません。水を飲む手が進みます。水は水筒のキャップ １
杯と教えてもらっても喉の渇きでがぶがぶ飲んでしまいます。その結果、歩き切る前に水筒は底を尽き
地獄を見ます。１0ｋｍ歩き終わったときには肩が上がりません。リュックにより、肩で血流が止まって
しまうのが原因で発症するザック症という症状を起こしているのです。足は大きなマメができ、普通に
歩くこともできません。１0kmをまともに歩けなかった私はその １ ヶ月後に25km歩きました。前回の失敗
を学びリュックは肩をきつくし過ぎず、足は厚手の靴下を履き、水はキャップ １ 杯を守り歩きました。25
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kmは１0kmの 2 倍以上の距離なので、無理だと思っていました。歩き切ろう、歩き切ろう。そう思ってい
たらいつの間にか以前の自分が限界を迎えていた１0kmを越えていました。そこで少しの自信を得ました。
私は25kmを歩き切りました。 2 つ目の事は教官から教わりました。「限界を自分できめるな」です。経験
をしていないだけで、できるかできないかは分からないのです。やってみて失敗したのならそれを糧に
努力をして乗り越えろと教わりました。今ではより重い装備を持って50km歩きます。
　 ３ つ目の事は自衛隊が気づかせてくれたことです。それは「家族の大切さ」です。自衛隊入隊式と教
育の修了式に家族は私に会いに来てくれました。修了式の時は、母親が姉と協力して弁当を作って持っ
てきてくれました。弁当はホカホカではありませんでしたが、どんな食べ物よりも美味しく体に染みま
した。母と姉は、私に「 ３ ヶ月よく頑張ったね」と嬉しそうに言ってくれました。その言葉を聞いた時、
自衛隊で頑張ろうと改めて思いました。しかし「よく頑張ったね」と応援してくれている家族を、いざ
という時 １ 番に守りに、助けにいけません。そう考える事が出来てしまう私は「家族の大切さ」を人並
み以上に気付けていると思っています。
　成人を迎えたみんな、一足早く社会人になった私から言わせてください。今、学生のみんなは学校を
卒業した後も関わるであろう人は何人いますか。八高の同期を忘れてはいませんか。夢を目指して限界
を決めず小さな目標をこなしていますか。家族の大切さを島の外に出て、感じていますか。成人とは心
身が発達して一人前になった人の事を言うそうです。成人になることが一番難しい目標なのかもしれま
せん。
　最後に今の私を育ててくれた両親、兄弟はもちろんですが、優しく見守ってくださった八丈島の皆さ
まに深く感謝を申し上げると共に、同期の益々のご活躍を応援し、私の意見発表とさせて頂きます。

平成31年成人祝賀式　誓いの言葉・意見発表／特別展示と講演会のお知らせ

八丈小島特別企画　―全員離島50周年を迎えて

特別展示と講演会のお知らせ
　八丈小島は、昭和44年 ６ 月 １ 日に最後の １人が引き揚げ、無人島になった島です。全国的にみて、一定の規模をもっ
た島が集団離島するというのは、非常に珍しいケースです。今年は、ちょうど離島の50周年にあたり、これを記念
して八丈町と東京都八丈支庁は共同で、下記の行事を行います。
　詳細は、折り込みチラシをご覧ください。多くの方々の来場をお待ちしています。

＜特別展示　―引き揚げ5０周年を迎えて―＞
〇日　時： 2 月１８日（月）～ 3月１7日（日）
〇会　場：東京都八丈支庁展示ホール
〇内　容：地図、歴史年表、エポック（引き揚げ、為朝神社、流人、その他）

＜八丈小島の明日を考える講演会＞
〇日　時： 2 月24日（日）午後 2時～ 4時　　〇会　場：東京都八丈支庁 3階大会議室
〇プログラム
　 １　記録映画のビデオ上映
　 2　講演（ １）島嶼コミュニティー学会による講演
　　　　　（ 2）環境省による講演
　　　※都合により講演内容が変更になる場合もあります。
　 3　講演に関するピックアップ展示
〇後　援：環境省・島嶼コミュニティ学会

■問い合わせ■　八丈町教育委員会　電話 2 －7０71
　　　　　　　　八丈支庁総務課　　電話 2 －1111
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税のお知らせ／芝税務署からのおしらせ

芝税務署からのおしらせ
　所得税および復興特別所得税・贈与税・消費税および地方消費税の申告書作成会場を次のとおり開設します。会
場が混雑している場合には、受付を早めに締め切ることがありますのでご了承ください。

開設期間 会　場 所在地 時　間

2月１８日（月）～
3月１5日（金）　 芝税務署 港区　　　　

芝 5－ ８－ １

【受付】午前 ８時30分から午後 ４ 時まで
　　　（提出は午後 5時まで）
【相談】午前 ９時１5分から午後 5時まで

※土、日を除きます。
　 2月24日（日）および 3月 3日（日）は、東京国税局 １階において相談・受付を行います。

税のお知らせ ■問い合わせ■　税務課　電話 2 －1122

納期限および口座振替日　 ２ 月２８日（木）
固定資産税　　　　　 4期（最終納期）
国民健康保険税　　　 ８期（最終納期）
※納期を過ぎた町税は早めに納付してください。

電子申告をご利用ください
□八丈町で利用できる電子申告の手続き
　○給与支払報告書
　○固定資産税　	償却資産申告
　○法人市町村民税申告
□利用手続きについてはホームページ
　http://www.eltax.jp/　をご利用ください。

税金の納付は口座振替で
　町税などの納付については、口座振替（自動払込）
が便利です。ご希望の際は、町内の金融機関・町役場・
各出張所に備えてある口座振替依頼書に記入し、申
し込みください。

ご確認ください
　償却資産申告書および給与支払報告書は １月3１日
（木）までに税務課に提出しなければなりません。
　まだ提出されていない事業者の方は至急提出して
ください。

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～
差押等の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ただいている方との公平性を保つため、法律に基づいた財
産調査及び財産の差押などの滞納処分を行っています。
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は、電話申込により業務時間外（平日　午後 5時１5分～ 7時）
に納付相談を行っています。
平成3１年　延滞金の率について
　平成3１年 １ 月 １ 日以降の期間に対応する町税における延滞金の割合は次のとおりです。
　延滞金　⇒　年８.９%（納期限後 １カ月以内　⇒　年2.６%）

ご存知ですか？国税申告と納付の期限
　所得税などの国税は、申告の締め切りが納期です。納め忘れの無いよう、ご注意ください。

税目 平成3０年分の申告書提出の期限と税金納付の期限 振替納税を利用した場合の振替日
所得税 平成3１年 3 月１5日（金）まで 4月22日（月）
贈与税 平成3１年 3 月１5日（金）まで

個人の消費税
 ・地方消費税 平成3１年 4 月 １ 日（月）まで 4月24日（水）

※確定申告に関する情報は、国税庁ホームページ（http://www.nta.go.jp/）をご覧ください。
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平成31年度　町・都民税の申告の受け付け／芝税務署・東京税理士会による出張申告相談

　平成3１年度（平成30年分）町・都民税申告の受付を下記の日程で行いますので、申告書の提出をお願いします。
また、お越しの際は収支の資料、生命保険・地震保険の控除証明書、国民年金・国保税・医療費などの領収書、給
与や公的年金の源泉徴収票、昨年の申告書の控え、印鑑、マイナンバー確認証（通知カードなど）、身元確認証（運
転免許証など）、「確定申告のお知らせ」のはがきなどを必ずお持ちください。
申告の必要な人
１ 　平成3１年 １ 月 １ 日に八丈町に住んでいた人
2　	平成30年 １ 月 １ 日から１2月3１日の間に給与所得があり、給与支払報告書が事業所から八丈町税務課に提出され
ていない人

3　平成30年 １ 月 １ 日から１2月3１日の間に給与所得以外の所得があった人
　　※給与所得以外の所得の例　○事業所得（自営業、漁業、保険外交、内職、農業等）
　　　　　　　　　　　　　　　○不動産所得（地代、家賃等）
　　　　　　　　　　　　　　　○雑所得（定期年金、互助年金、講師謝礼等）
　　　　　　　　　　　　　　　○一時所得（生命保険や損害保険の満期（解約）返戻金等）
　　※	年末調整をした給与所得者で、給与所得以外の所得が20万円以下の方は所得税の確定申告は不要ですが、住

民税の申告は必要です。
4　失業、退職などで収入が全くなく、誰の扶養にもなっていない人
　　「収入がなかった」という申告をしてください。
5　収入が非課税所得（遺族年金、障害者年金等）のみで、誰の扶養にもなっていない人
　　「課税所得がなかった」という申告をしてください。

期間 会場 時間

3月 １日（金） 八丈町民ギャラリー
（町役場 １階）

午前 ９時
～

午後 4時

　　 3日（日） 三根公民館
　　 4日（月） 八丈町民ギャラリー
　　 5日（火） 末吉公民館
　　 ６日（水） 中之郷公民館
　　 7日（木） 樫立公民館
　　 ８日（金）～１4日（木）
　　※ ９日（土）を除く 八丈町民ギャラリー

　税理士や税務署の職員が、下記の日程で皆さんの相談に無料で応じます。
　税務署から申告書が郵送されてきた方、土地や建物を売却した方、株による収入がある方、台風による被害があっ
た方は、この機会をご利用ください。
　また、相続税・贈与税の申告については八丈町役場では対応しておりませんので、ご質問のある方は必ずこの期
間にご来場ください。

期間 会場 時間
2月20日（水）

八丈町多目的ホールおじゃれ
（町役場内）

午前 ９時～午後 4時
午前 ９時～午後 4時2月2１日（木）

2月22日（金） 午前 ９時～午後 3時

※正午から午後 １時の間は昼休みとなります。　　　　　　　　　　　　　　　　

平成3１年度　町・都民税の申告の受け付け

芝税務署・東京税理士会による出張申告相談
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国民年金

【２０歳になったら国民年金】
　国民年金は、年をとったとき、病気や事故で障害が残ったとき、家族の働き手が亡くなったときに、働いてい
る世代みんなで支えようという考えで作られた仕組みです。国民年金は、2０歳以上６０歳未満の方は加入すること
が義務付けられています。2０歳になったら、忘れずに国民年金の加入手続きをしましょう。

□将来の大きな支えになります！
　国民年金は20歳から６0歳までの方が加入し、保険料を納める制度です。
　国が責任をもって運営するため、安定していますし、年金の給付は生涯にわたって保障されます。
□老後のためだけのものではありません！
　国民年金は、年をとったときの老齢年金のほか、障害年金や遺族年金もあります。
　障害年金は、病気や事故で障害が残ったときに受け取れます。
　	また、遺族年金は加入者が死亡した場合、その加入者により生計を維持されていた遺族（「子のある
配偶者」や「子」）が受け取れます。

□「学生納付特例制度」
　	学生の方は一般的に所得が少ないため、ご本人の所得が一定額以下の場合、国民年金保険料の納付
が猶予される制度です。対象となる学生は、学校教育法に規定する大学、大学院、短期大学、高等
学校、高等専門学校、専修学校および各種学校（修業年限 １年以上である過程）、一部の海外大学の
日本分校に在学する方です。

□「納付猶予制度」
　	学生でない50歳未満の方で、ご本人及び配偶者の所得が一定額以下の場合に国民年金保険料の納付
が猶予される制度です。

▶▶各種問い合わせ
●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）
●ねんきん定期便・ねんきんネット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：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。
●一般的な国民年金の加入に関する問い合わせ
0570－003－004（ナビダイヤル）　PHS、IP電話、海外からは03－６６30－2525（一般電話）
受付時間　月～金曜日：午前 ８時30分～午後 7時　第 2土曜日：午前 ９時00分～午後 5時
※祝日（第 2土曜日を除く）はご利用いただけません。

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　https://www.nenkin.go.jp/

国
民
年
金
の
ポ
イ
ン
ト

「
学
生
納
付
特
例
制
度
」

と
「
納
付
猶
予
制
度
」

　保険料を未納のまま放置すると、年金の給付を受け取ることができない場合
があります。また保険料には学生納付特例・納付猶予制度の他にも免除制度が
あります。国民年金のご相談・お手続きについては町役場または年金事務所ま
でお問い合わせください。
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国保だより／介護給付費通知書について

ジェネリック医薬品（後発医薬品）の差額通知
　八丈町では、東京都国民健康保険団体連合会への委託により、「ジェネリック医薬品（後発医薬品）に関する差
額通知」を該当する方に通知しています。ジェネリック医薬品とは、国が新薬（先発医薬品）と同等と認めた安
価な薬で、最初に作られた薬（先発医薬品）の特許終了後に、有効成分、用法、効能・効果が同じ医薬品と厚生
労働省の認可を受け製造・販売された薬です。
　この通知は、服用されている新薬をジェネリック医薬品に切替えた場合の自己負担額の差額をお知らせするも
のですので参考にしてください。
　なお、ジェネリック薬品は、処方を受けた病院や薬局により取扱いが異なります。詳しくは、ハガキに記載さ
れたコールセンターへお問い合わせください。
　◆「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。
　◆病気や事故等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。

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。どなたでもご参加できます。
　 2月１5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

国保だより ■問い合わせ■　住民課医療年金係　電話 2 －1123

介護給付費通知書について
　町は、介護保険のサービスを利用されている方に、毎年 １回介護給付費通知書をお送りしています。通知書の内
容は平成30年 7 月～平成30年 ９ 月サービス分で、通知書は 2月中に発送予定です。

【介護給付通知書とは】
　この通知書は、介護保険制度をご理解いただくためのものです。
　どのようなサービスを利用されたかをお知らせしています。
　※領収書や請求書ではありません。

【ご確認いただきたいこと】
　・「介護給付通知書」と介護事業者からの「サービス利用票」、「領収書」の内容を見比べてください。
　・利用したサービスの内容や費用（利用者負担額）等に間違いがないかどうか確認してください。
　・介護給付通知書の内容に誤りやご不明な点があれば、ご連絡ください。
■問い合わせ■　福祉健康課高齢福祉係　電話 2 －５５7０

健康トピック　　ヒートショックにご注意を！
　ヒートショックとは、暖かい場所から寒い廊下やトイレへ移動するときなど、
急激な温度変化で血圧が大きく変動することで起こる健康被害です。ヒート
ショックによって入浴中に死亡した人は年間 １万人以上で、交通事故の死亡者
より多くなっています。
冬場のヒートショックを防ぐためには
〇	脱衣所や浴室、トイレを暖房器具で温めておきましょう。またシャワーで浴
槽にお湯をはったり、浴槽のふたを開けておいたりすることで浴室を温める
ことができます。
〇食事の直後や飲酒時は血圧が下がりやすくなるため入浴を控えましょう。
〇湯温設定は4１℃以下にしましょう。
〇	一人暮らしの場合は、深夜や疲れているときは、浴槽につかる入浴は避けましょう。
　まだまだ寒い季節が続きます。暖房や入浴方法に気を配り、ヒートショックを予防しましょう。
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４ 月から 1回1００kgをこえるごみの持ち込みについて手数料を徴収します
　広報はちじょう１0月号の「環境だより」にてお知らせしたとおり、平成3１年 4 月から、今まで手数料を免
除していた、 １ 回１00kgをこえる多量のごみ（一般廃棄物）の持ち込みについて、条例の規定に基づき、
１0kgにつき６0円＋消費税相当額の手数料を徴収します。
　来年度については、有明興業八丈島営業所に持ち込まれたごみ（家電 4品目、ペットボトル、産業廃棄物
を除く）に限り、 １回１00kgをこえた場合に手数料を徴収します。また、これに伴い中之郷埋立処分場では、
１回１00kg以上の粗大ごみの受け入れを中止しますので（伐採木を除く）、有明興業八丈島営業所へ持ち込ん
でください。皆様のご理解ご協力をよろしくお願いします。
　多数のお問い合わせをいただいておりますので、質問の多い事項についてQ＆Aを掲載します。
Q １ 　なぜ手数料を徴収するの？
　A １ 	　最近、何トンもの大量のごみを持ち込む個人の方が増えています。町ではごみ １トンを処理するの

に70,000円以上のお金が必要です。ごみの排出量に応じた負担の適正化や排出抑制、リサイクル推進
等を図るため、手数料を徴収することにしました。

Q ２ 　手数料はどこで支払えばいいの？
　A 2　有明興業八丈島営業所で計量した際に、その場でお支払いください。
Q 3 　同じ日に何度も持ち込んだ場合や ２ 台で運んだ場合は、重量が合算されるの？
　A 3　合算はされません。 １回（ １台）で１00kgをこえた場合だけ対象になります。
Q ４ 　海浜清掃などの奉仕活動で集めたごみにも手数料がかかるの？
　A 4　持ち込む前に、あらかじめ町役場に連絡いただければ手数料を免除します。
Q 5 　クリーンセンターや八丈建機サービスに持ち込んだごみには手数料がかからないの？
　A 5 	　来年度については、手数料はかかりません。平成32年度以降に計画している粗大ごみ有料化にあわ

せて、今後の運用を検討して行きます。

アズマヒキガエルを見かけたら連絡してください
　アズマヒキガエルは大型で雑食性のカエルです。食欲旺盛で
繁殖力が強く、島の生態系への影響が懸念されています。八丈
島では、１2月から 2月にかけて繁殖活動のため各地の池や水た
まりに集まって産卵します。町では、侵略的外来種として積極
的な駆除を実施していますので、池や水たまりにヒキガエルや
オタマジャクシが現れたら、環境係へ連絡をお願いします。

【コンポスト（生ごみ堆肥化容器）ワンポイント講座】
　楽ちん生ごみ処理のすすめ　毎日の台所しごと、たいへんで
すよね。特に面倒なのが生ごみ処理。水気を切って、新聞紙で
包んでビニール袋に入れて…。それでも袋の穴からポタポタ水
が垂れたり、夏場はすぐ腐って臭ったりします。コンポストを
上手に活用すれば、生ごみ処理がぐっと楽になりますよ！水は
けの良い場所に設置しておけば、軽く水切りしただけで台所か
らすぐコンポストへ。230ℓタイプが １ 台あれば、 １ 年間余裕
で投入できます。
　微生物がどんどん分解　コンポストに投入された生ごみや草
葉などは、自然界の微生物やバクテリアが分解してくれます。
放っておいても24時間働き続けてくれるので、暖かい季節には
あっという間に生ごみが消えて行きますよ！生ごみ、枯葉や雑
草、土を交互に層状に投入すると、容器内の水分が調整されて
良い堆肥ができあがります。
　コンポスト活用でごみ減量化にご協力お願いします。

環境だより

環境だより ■問い合わせ■　住民課環境係　電話 2 －1123

環境まんが コンちゃん＆ポストくん

第 7話	 絵:まよ～
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し尿・雑排水などの収集運搬業務の休業日／汚泥再生処理センター肥料の有料配布　ほか

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

住民登録は正しく行われていますか？
　住民登録は、氏名、生年月日、性別、住所、世帯主との続柄などが記録され、国民健康保険、国民年金など各種
行政サービスの基礎となっています。
　お住まいの市区町村で、行政サービスを確実に受けられるようにするために、引っ越しなどにより住所を移した
方は速やかに住民登録の届出を行ってください。また、現住所で住民登録をされていない方や登録が抹消されたま
まの方は、正しい住民登録が必要です。
　住民登録の手続きは、本人または同じ世帯の方が可能です。代理人が手続きする場合は、本人または同じ世帯の
方が署名・捺印した委任状が必要となります。
　実態と一致した正確な登録のため、ご理解とご協力をお願いします。
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。

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。収集運搬が必要な方は余裕をもっ
て申し込みください。

3日（日） ９日（第 2土） １0日（日） １１日（祝・月）
１7日（日） 23日（第 4土） 24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、使用料等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等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

汚泥再生処理センター肥料の有料配布
　汚泥再生処理センター肥料の有料配布を行います。
受付期間： 2 月１2日（火）から 2月１5日（金）
申込上限： １ 世帯35袋まで
受付場所：住民課浄化槽係および各出張所（三根出張所を除く）
　　　　　申し込み時に肥料袋詰手数料（肥料代）をお支払いください。
　　　　　 １袋200円（１0ｋｇ）
　　　　　※受付期間中でも予定受付数量に達し次第、受付を中止します。ご了承ください。
配布日時： 2 月１６日から 3月１６日までの第 １、第 3土曜日
　　　　　午前１0時から正午、午後 １時から午後 3時の間
　　　　　※受取の順番は受付の順番となります。
配布場所：汚泥再生処理センター
肥料内容：窒素全量 2．70％、りん酸全量 2．６5％、加里全量 0．5％未満、その他水分等有機物
■問い合わせ■　住民課浄化槽係　電話 2 －1123
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骨密度測定会（骨粗しょう症健診）のお知らせ／家計相談イベントのお知らせ　ほか

骨密度測定会（骨粗しょう症健診）のお知らせ
　最近、背中が縮んだ、背中や腰が曲ったように感じる、たばこをよく吸う、お酒をよく飲む、かたよった食事、
体を動かすことが少ない、閉経した、ダイエットをしたことがある。このような項目にこころあたりがある方は、
骨の量が減っているかもしれません。あなたの健康への取り組みの一環として活用ください。
検診対象者：八丈町に住所のある20歳以上の方で、一人で立位が保てる方
　　　　　　＊８0歳以上の方は８0歳相当としてみなして測定する為、参考値となります。

日 3 / １ （金） 3 / 2 （土） 3 / 3 （日） 3 / 4 （月）
午前 － ９時－１１時 ９ 時－１１時 ９ 時－１１時
午後 １時－ 3時 １時－ 3時 １時－ 3時 －

検診場所　：八丈町保健福祉センター　ホール
検査方法　：超音波骨密度測定法（超音波でかかとの骨の骨密度を測定する検査です。）
　　　　　　＊検査当日は素足になりやすい服装でお越しください。
そ の 他　：事前予約および検査費用は必要ありません。
　　　　　　スリッパの準備もありますが、お持ちの方は上履きを持参ください。
■問い合わせ■　福祉健康課保健係　電話 2 －５５7０

家計相談イベントのお知らせ
「やり繰り上手セミナー」
　教育費やケガや病気による急な出費に備えて、専門家が節約方法や活用できる制度を詳しく解説し、実際に家計
簿の作成作業を通じて、家計の「見える化」を実践していきます。
　セミナーに参加し、やり繰り上手になりましょう！
開催日時： 2 月2８日（木）午後 １時から（ 2時間程度）　会　　場：八丈町役場内商工会研修室
講　　師：一般社団法人生活サポート基金相談員　　　　対　　象：八丈町にお住まいの方
定　　員：30名程度（事前申込みは不要です）
※計算作業があるため、筆記用具、電卓（計算機能付携帯電話でも可）をお持ちの方はご持参ください。

「個別相談」
　予約制で専門相談員が個別相談を行います（電話にて予約が必要です）
開催日時： 2 月2８日（木）午前１0時から正午（ １人30分）　
会　　場：八丈支庁会議室　　　　　相 談 員：一般社団法人生活サポート基金	相談員
対　　象：八丈町にお住まいの方
※	天候状況により、開催日が変更、または中止になる場合があります。その際は、支庁ツイッターまたは問い合わ
せ先へご確認ください。

■予約・問い合わせ■　東京都八丈支庁総務課福祉担当　電話 2 －1112

旧八丈島測候所の電話番号廃止について
　旧八丈島測候所が平成2１年１0月 １ 日に特別地域気象観測所（無人）となったことに伴い、旧八丈島測候所の電話
番号にかけられた電話は、自動的に気象庁へ転送する設定としていました。
　近年、気象庁ホームページ等、気象情報の提供手段や内容が充実し、同番号の利用が限定的であることから、 3
月 １日（金）をもって、下記 １．の番号を廃止することとします。
　同番号廃止後も、気象情報等の照会は、引き続き気象庁天気相談所（下記 2．の番号）で対応して参ります。何卒、
ご理解を頂きますようよろしくお願いします。
１．廃止する電話番号　旧八丈島測候所　電話 2－１１９5
2 ．今後の気象情報等の問い合わせ窓口　気象庁予報部予報課天気相談所　電話03－32１4－02１８

町 長 上 京 日 記　12月
１６日～１８日
・ANA１８９4便にて上京
・㈱SANKYOふるさと納税御礼訪問
・ANA１８９１便にて帰島

２０日～２２日
・ANA１８９2便にて上京
・全国離島振興協議会離島振興懇談会
・離島振興予算対策本部合同会議・要望活動
・東京都土地改良事業団体連合会打合せ
・ANA１８９１便にて帰島
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2 月の母子保健／ 2 月子どもの定期予防接種／子ども家庭支援センターからのお知らせ

今月の健康診査  会場：保健福祉センター　※健診の対象者には個別通知します
3 ～ ４ か月児・産婦健康診査　　　 5 日（火）　受付：午後 １ 時１5分～ １ 時４5分
　○対象　平成30年 ９ 月 5 日～平成30年１１月 5 日生まれの乳児とその産婦
3 歳児健康診査　　　　　　　　　１９日（火）　受付：午後 １ 時１5分～ １ 時４5分
　○対象　平成27年１2月１2日～平成2８年 2 月１９日生まれの幼児
２ 歳児歯科健康診査　　　　　　　１3日（水）　受付：午前 ９ 時１5分～１０時
　○対象　平成2８年１１月 ８ 日～平成2９年 2 月１3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
１９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
２２日（金）　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・歯科衛生士が応じます。母子健康
手帳を持参してください。

2 月の母子保健 ■問い合わせ・申し込み■
　福祉健康課保健係　電話 2 －５５7０

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 ４ 土曜日　午前 ９時～正午（交流ひろばのみ）
　　　　第 4土曜日以外の土、日、祝日はお休みです。

2 月交流ひろばの催し　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。
６ 日（水）親子でふれあいあそび
13日（水）絵本であそぼう！！
2０日（水）おひなさま作り
27日（水）ひなまつり

☆ひろば催しのご案内☆
　	2 月 ６ 日（水）「親子でふれあいあそび」は、タオルを使用する予定です。おうちにある物で構いませんので、一
枚お持ちください。飲み物もお忘れなく！！

■問い合わせ■　子ども家庭支援センター　電話 2 －43００

今月は23日（土）です！

2 月子どもの定期予防接種のお知らせ
Ｂ型肝炎集団予防接種　　　　　　　　　　１4日（木）　午後 2時30分～ 3時
四種混合集団接種　　　　　　　　　　　　１4日（木）　午後 3時～ 3時30分
ＢＣＧ集団接種　　　　　　　　　　　　　20日（水）　午後 3時～ 3時30分
日本脳炎集団接種　　　　　　　　　　　　2１日（木）　午後 3時～ 4時
ヒブ集団接種＆小児用肺炎球菌集団接種　　2８日（木）　午後 3時～ 3時30分
予約制個別接種　　　　　　　　　　　　　１4日（木）　午後 3時30分～ 4時
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2８日（木）　午後 3時30分～ 4時
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
の制度で、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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水道だより／八丈町営住宅入居者募集

■毎日使わない水道でも確認を！
　普段生活している家の水道メーター以外にも、無断使用や配管など給水装置の漏水を防ぐために、お客様が管理

されている畑や空き家などもこまめに確認してください。水道メーターの青い蓋を開けると、赤と銀の羽根車が見

えますので、蛇口が全て閉じた状態でも動いているようなら漏水している可能性があります。

漏水が疑われる場合は、町指定給水装置工事事業者に調査・修理を依頼し、長期不在や普段使用しない場合には、メー

ター横にある止水栓を止めるなど漏水防止にご協力をお願いします。詳しくは、水道係に問い合わせください。

■水道メーターの再検針を行っています。
　先月と比較して水道メーターの指針が明らかに異常な数値を示している場合には、水道係職員と検針員が再検針

に伺います。使用していないにも関わらずメーターが動いている場合には漏水している可能性がありますので、直

接お声がけをするか、留守の場合や畑の場合には止水栓を止めた上で不在票、またはご自宅にお電話するなどして

お知らせします。

※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。

水道だより ■問い合わせ■　企業課水道係　電話 2 －1128
　　　　　　　　　　　　　　　FAX 2 －7231

八丈町営住宅入居者募集
　申込資格には収入等の制限があります。

　詳しい内容については、お問い合わせいただくか募集案内をご覧ください。

募集案内配布・申込書受付期間　
　 2月 １日（金）～ ８日（金）

　郵送申し込みの場合、期限内必着のこと

　入居募集の空き部屋についての詳しい内容は募集案内に記載しています。

■問い合わせ、申込書・募集案内配布場所■
　建設課管財係（町役場 2階20番窓口）　電話 2—１１24

　八丈町公式サイト（八丈町営住宅）

　http://www.hachijo.tokyo.jp/kakuka/kensetu/kensetsu_ph.html

八丈町公式サイト

ここが回っていないか確認して
ください

丸ハンドルは反時計回りの方向へ、蝶ハンドルは
配管と垂直にすると止水できます。



広報はちじょう INFORMATION ●

21

テレビ視聴に関する重要なお知らせ／東京法務局　特設登記所開設　ほか

2 月　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付を実施します（※）。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
要書類を確認されることをお勧めします。※申請書および証明請求書の受付は今月で終了します。

日時：１９日（火）午後 ２ 時3０分～ 5 時
　　　２０日（水）午前 ９ 時～正午、午後 １ 時～ ４ 時3０分
　　　２１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　０3－５213－133０（不動産）
　　　　　　　　　　　　　　法人登記部門　０3－５213－1337（商業・法人）

※ 登記相談の受付は、終了時間の
3０分前までです。

テレビ視聴に関する重要なお知らせ
　平成3１年 3 月１4日（木）（予定）から、八丈町の一部地域において、携帯電話事業者による新しい電波の利用が開
始されます。新しい電波の利用開始に伴い、テレビ映像に影響が出るおそれのある家庭には、チラシを配布します。
また、事前に担当者が訪問し、場合によっては対策作業を行います。新しい電波が原因でテレビ映像に影響が出た
場合は回復作業を行いますので、ご連絡ください。
　※ケーブルテレビ、光ファイバーでテレビをご覧の場合は影響ありません。
　※対策・回復作業にかかる費用負担は一切ありません。

【詐欺に注意！】
　◎対策・回復作業に費用は一切かかりません。工事作業者は、テレビ受信障害対策員証を携行しています。
　　テレビ受信障害対策員証の提示を求め、不審な場合はご連絡ください。
■問い合わせ■　一般社団法人7００MHz利用推進協会テレビ受信障害対策コールセンター
　　　　　　　　電話０12０－7００－０12　または　０５０－378６－０7００（有料）
　　　　　　　　受付時間　午前 9 時～午後1０時（年中無休）

行政相談	 ■問い合わせ■　企画財政課企画情報係　電話 2 －112０

　国、東京都、町の仕事などについて「要望や苦情をどこで相談したらよいかわからない」、「処理が間違っている」
など、行政と住民のパイプ役として行政相談員が相談に応じます。
日　時　 2月１2日（火）午前１0時～正午　　場　所　町役場 １階　相談室 １
相談員　近藤　勝重

言語機能訓練	 ■問い合わせ・申し込み■　福祉健康課保健係　電話 2 －５５7０

　言語聴覚士による言語機能訓練を月 １回実施しています。
○日　　時： 3 月 ８ 日（金）午前 ９時１5分～午後 4時　○申込締切： 2 月22日（金）※予約制です。
○場　　所：保健福祉センター

事前予約制 ２ 月 １ 日（金）から２０日（水）まで ※定員（１６名）になり次第締切

第 ４ 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回開催予定しています。第 4回目は、八丈島の野菜・芋を使って料理しましょう！
日　時： 2月2６日（火）　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・包丁・筆記用具

郷土料理教室 ■問い合わせ・申し込み■　
　福祉健康課保健係　電話 2 －５５7０
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教育委員会だより

今月の学校行事
■大賀郷中学校　開校記念日　 １日（金）
■学芸会　
　三根小学校　　 3日（日）午前 ８時40分～［開場 ８時１0分］　会場：三根小学校体育館
　大賀郷小学校　 3日（日）午前 ８時40分～［開場 ８時30分］　会場：大賀郷小学校体育館
■三原学園（三原小学校・三原中学校）三原文化発表会　
　 3日（日）午前 ８時30分～午後 3時00分（予定）　会場：三原小学校体育館
■Ｐ連作品展　１６日（土）午前１0時～午後 4時
　　　　　　　１7日（日）午前 ９時～１１時30分　会場：三根小学校体育館
　　　　　　　＊「地域・保護者と教職員の集い」
　　　　　　　　午前１0時～１１時　会場：三根小学校 １階オープンスペース
■学校公開
　富士中学校　　１2日（火）～１６日（土）
　三根小学校　　25日（月）～ 3月 １日（金）
　大賀郷小学校　１６日（土）
■各小学校第 5 学年　雪山体験教室　１９日（火）～22日（金）
■都立高校一般入試　22日（金）

■八丈町教育相談室　　　　　　電話 2 －０５91　毎週火・水・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 ■問い合わせ■　教育課庶務係　電話 2 －7０71

　消滅危機言語に指定されている「八丈方言」について、島民の皆さんのご理解により、その継承・保存活動が少
しずつですが、進んでいます。最近、八丈島出身の学生（個別に 2人）から、卒論の課題として八丈方言を取り上
げたいということでの来訪があり、喜ばしく思っています。
＜八丈語の保存継承のための総合研究・中間発表会＞
　１2月24日に、千葉大学金田先生の研究・中間発表会が商工会研修室で行われ、
予想を上回る大盛況で、5１人の方の参加がありました。
＜八丈方言カルタ大会（八丈島昔遊び大会）＞
　 １月１4日に、三原小中学校で、カルタ大会と為朝凧揚げ大会をドッキングさせた、
八丈島昔遊び大会が実施されました。カルタ大会には42名が参加し、楽しみました。
＜大小学芸会：八丈方言が入った劇、「魔法をすてたマジョリン」＞ ２ 月に行われるイベントの紹介
　〇日時： ２ 月 3 日（日）午前１１時ごろ～　／　場所：大賀郷小学校体育館
　毎年行われる小学校学芸会の方言劇が、今年は大賀郷小学校で行われます。地元の方々から方言直しのご協力を
得て、 ６年生が普段使っていない方言を入れた劇に挑戦します。どなたでも、鑑賞できますので、お気軽に御来場
ください。
　なお、この劇は文部科学省『文化芸術による子供の育成事業（コミュニケーション能力向上事業）』の採択を受け、
６年生と劇団SETがワークショップをしながら劇づくりをしたものです。

八丈方言に関するイベント紹介
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第14回テニス大会結果／第 7 回ボウリング大会　結果　ほか

平成31年度八丈町体育施設および八丈町立学校体育施設の
通年使用希望調査
　八丈町教育委員会では、年間を通しての施設使用を希望する団体に対し、希望調査票の受付を行っています。調
査票は、八丈町教育委員会および各出張所に備えています。
○対象施設
　樫立屋内外運動場、中之郷屋内外運動場、末吉屋内外運動場、各小中学校屋内外運動場
※原則として １団体が希望および申請できるのは、週に １施設 2時間程度とします。
※	ただし、希望調査後の各団体からの申請受け付け後に、空いている曜日や時間帯のある場合は、追加申請するこ
とができます。
※希望団体多数の曜日や時間帯については、抽選などにより調整します。
○申請期限： 2 月22日（金）　　○受付場所：八丈町教育委員会および各出張所　
○希望団体向け説明会　予定されている団体は必ずご出席ください。
　日時： 2 月 5 日（火）午後 7時より　場所：町役場 2階大会議室
■問い合わせ■　八丈町教育委員会　教育課生涯学習係　電話 2 －7０71

八丈町コミュニティセンター主催　第14回テニス大会結果
　１2月23日（日）コミュニティセンターテニスコートにおいて、テニス大会（硬式）が開催されました。男子・女
子ダブルスともに熱戦が繰り広げられました。結果は次のとおりです。
●男子ダブルス　　　　　　　　　　　　　　　　　　●女子ダブルス
優　勝　　山下　拓哉　・　佐藤　充　　　　　　　　優　勝　　北浦恵美子　・　笹本明里子
準優勝　　渡辺　穣　　・　吉田　太朗　　　　　　　準優勝　　高橋　希　　・　早川　数美
3　位　　間仁田　聡　・　井ノ口義二　　　　　　　 3　位　　奥山　繁美　・　斎藤　伸子

八丈町コミュニティセンター主催　第 7回ボウリング大会　結果
　１2月１６日（日）に実施し、幅広い年代の方々、47名にご参加いただきました！
　みなさんすてきな笑顔でとても楽しそうに、でも真剣に投げて、投げて、投げて！！！
　レーン上のモニターには「ストライク！！」「スペア！」がたくさん表示されていました。
　たくさんのご参加ありがとうございました。
　今後もたくさんのみなさまのご利用お待ちしています。大会結果は以下のとおりです。
高校生・一般クラス　男子　　　　高校生・一般クラス　女子　　　　小学生（ 5 年生以上）・中学生クラス
優　勝　奥山和則　　　　　　　　優　勝　沖山美恵子　　　　　　　優　勝　岡田桃香
準優勝　奥山聖也　　　　　　　　準優勝　岡田すみ江　　　　　　　準優勝　上原莱
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　準優勝　宮越大希治
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募金の報告／ひょんはーもちつき・えこの春まつり／観光 おじゃれ11万人

来島者数・観光客数推計
空　　路 海　　路 合　　計 観光客（推計）

前年比
30年度 2９年度 30年度 2９年度 30年度 2９年度 30年度 2９年度

4月 ８,34８ 7,34１ １,544 １,９８１ ９,８９2 ９,322 ６,８40 ６,44６ ６.１%

5 月 ８,7６８ ８,27８ 2,0８7 2,９04 １0,８55 １１,１８2 １0,3６８ １0,６８0 -2.９%

６ 月 5,7６６ 5,752 １,4６5 １,33９ 7,23１ 7,0９１ 5,4６６ 5,3６0 2.0%

7 月 ９,６0９ ８,75８ 2,９６4 3,524 １2,573 １2,2８2 ９,7６4 ９,53８ 2.4%

８ 月 １１,7１６ １2,８35 4,６42 5,６47 １６,35８ １８,4８2 １3,８4６ １5,６44 -１１.5%

９ 月 ８,35６ ８,30８ 2,253 2,0９１ １0,６0９ １0,3９９ ８,８43 ８,６６８ 2.0%

１0月 ８,545 7,445 １,373 １,0８3 ９,９１８ ８,52８ ６,55１ 5,６33 １６.3%

１１月 ８,505 ９,0８3 １,5９5 １,5９4 １0,１00 １0,６77 7,00６ 7,40６ -5.4%

１2月 7,5１0 7,１６4 １,１45 １,03８ ８,６55 ８,202 5,１25 4,８57 5.5%

計 77,１23 74,９６4 １９,0６８ 2１,20１ ９６,１９１ ９６,１６5 73,８0９ 74,232 -0.６%

※	海路には、 3 月 4 日にっぽん丸（ 3 / 4 、 3 /１4、 3 /25、 7 /3１）、ぱしふぃっくびいなす（ ６ / １ ）の大型客船寄
港分が含まれています。

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

ひょんはーもちつき・えこの春まつり
　えこあぐりまーとにて、上記のイベントを開催します。皆様お誘い合わせの上、ご来場ください。
日　時　 2月１0日（日）　　場　所　えこあぐりまーと
内　容　もちつき（午前１１時～１１時30分）※
　　　　レモン加工品・さつまいも里芋料理の販売※
　　　　※なくなり次第終了しますので、お早めにご来場ください。

■問い合わせ■　えこあぐりまーと　電話 7 －18０8（営業時間　午前1０時～午後 4 時）

募金の報告
「赤い羽根共同募金」へのご協力ありがとうございました
　赤い羽根共同募金は、高齢者、障がい者、子どもたちなどへの地域の福祉活動を支援する募金です。また、災害
時には「災害ボランティアセンター」の設置や運営など、被災地支援にも役立ちます。
　地域で集めた募金は、集めた地域で使われています。
　平成3０年は817，2５５円の募金が集まりました。

募金の報告等について
　皆さんよりお寄せいただいた次の義援金を日本赤十字社へ振り込みましたので、報告します。

募金の名称 振込済額 受付終了日

平成30年 7 月豪雨災害義援金 １，１47，９６5円 平成30年１2月27日

※義援金は全額、被災された方へ届けられます。

　温かいご支援・ご協力ありがとうございました。
　なお「平成30年北海道胆振東部地震災害義援金」は、平成3１年 3 月27日まで受け付けしています。

■問い合わせ■　福祉健康課厚生係　電話 2 －５５7０
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図書館からのお知らせ

図 書 館 か ら の お 知 ら せ
●しっかり読もがん、しっかり読もごん　～ 読む本に迷ったら ～
　去年 3月に策定した「第 2次八丈町子ども読書活動推進計画」の取り組みに〈各年代
の子ども達へおすすめする本を紹介する〉というものがあります。ポスターを作成し、
保育園、小学校、中学校、図書館で掲示しているので、ご覧になった方もいらっしゃる
のではないでしょうか。
　子ども達に読んでもらいたい本だけでなく、読み聞かせに向いた本も併せて紹介しています。
　本選びに迷った時の参考に、ぜひご活用ください。テーマ展示の本もおすすめです。
●今月のテーマ展示
　「やなせ たかしさん　生誕100年」「言葉は踊る。方言の魅力。～方言小説集～」
展示している本は、所蔵本から「これぞ」と思うものばかり選んでいます。すべて貸出できますので、お気軽に手
に取ってみてください。（テーマは図書館ホームページでお知らせしています。また、月の途中で展示が変更する場
合があります。）
●今月のおはなし会
　 ９ 日（土）午前１0時～１１時　こどものほんのへや
　読み聞かせ：しいのくろ文庫（樫立）（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、作りものをします。みんなでおじゃりやれ♪
●今月の新着図書から。
　『本と鍵の季節』米澤	穂信	著　　『医師が教える！健康あんしん旅』JR東京総合病院	著・監修
　『おしっこ“小”百科』ヤクプ・プラヒー	絵と文　　『たぬきのおもち』せな	けいこ	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・2８日（木・館内整理日）
●開館時間　午前 ９時30分～午後 5時

＊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）

■問い合わせ■　教育課生涯学習係　電話 2 －０797
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がじゅまる広場・とびっこクラブ指導員募集中！！／平成31年度　島しょ地区スポーツ交流会 in 八丈島【ボウリング大会】参加者募集！

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募集中!!
指導員不足により、事業の運営維持が大変厳しい状況にあります。
運営を維持するためには、地域のみなさま・保護者のみなさまのご協力が必要です。
月に １ 回 ２ 時間程度でも構いません！午後 ４ 時までの勤務でも大歓迎です！ご協力いただける方を募集しています。

（※特に三根小学校の指導員が大変不足しています。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、子どもが好きな方（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、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 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　　１,０5０円
※保育士、幼稚園教諭、教員免許等保持者は賃金単価を優遇します。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

平成31年度　島しょ地区スポーツ交流会 in 八丈島【ボウリング大会】参加者募集！
～ボウリング講師の指導を受けて、投げてみよう！！～
日　時　　 2月１7日（日）
　　　　　（開会式）　午前 ９：１5～
　　　　　（第 １部）　午前 ９：30～正午　　（第 2部）午後 １時30分～ 4時
会　場　　八丈町コミュニティセンター　ボウリング場
募　集　　第 １部、第 2部とも、内容は同じ
　　　　　年齢：講習は小学校 4年生以上（ただし、それ以下の子どもも観覧は可能）
　　　　　募集人数：各回20人まで
形　式　　実技の指導（ボールの選び方、ワンポイントアドバイス等）
　　　　　ゲーム体験（ １ゲーム制）
講　師　　東京都ボウリング連盟事務局　日本スポーツ協会公認ボウリング指導員、
　　　　　ＪＢＣ公認第 2種審判員　十二　淳（じゅうに　あつし）氏
参加費　　無料
保　険　　傷害保険などの加入は、各自にて加入をお願い致します。
表　彰　　第 １部、第 2部それぞれに、ゲーム体験のスコアで表彰を行う。
その他　　◎貴重品については、各自で管理してください。
　　　　　◎保険証を持参してください。
申　込　　 2月 ８日（金）までに、ご連絡ください。
主　催　　公益財団法人東京都スポーツ文化事業団　　共　催　　八丈町教育委員会
■問い合わせ■　大会事務局（八丈町教育委員会　教育課生涯学習係）電話 2 －7０71
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町立八丈病院職員募集／臨時診療日その他、専門外来診療／ 2 月の航路ダイヤ　ほか

町へのご意見など
　八丈町へのご意見などがありましたらお寄せください。電話、郵送、FAX、電子メールいずれの方法でも構いま
せん。ただし、氏名・住所・ご連絡先の記載のないものについては回答をいたしかねますのでご了承ください。

■問い合わせ■　〒1００－1498　東京都八丈島八丈町大賀郷2５５1－ 2 　企画財政課企画情報係
　　　　　　　　電話 2 －112０　FAX： 2 －4824　メール：ha13０@town.hachijo.tokyo.jp

町立八丈病院臨時診療日その他、専門外来診療
糖尿病教室　 2月１5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予約制です。診療科によって予約方法が異なります。
　詳しくは問い合わせください。
○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　　・循環器内科　　・眼科　　　・泌尿器科

■問い合わせ■　町立八丈病院　電話 2 －1188　（平日　午前 8 時3０分～正午）

町立八丈病院職員募集	 ■問い合わせ・申し込み■　町立八丈病院事務局　電話 2 －1188

～パート募集～
募集職種　看護助手　　看護師　　調理員（看護師のみ資格が必要です）
対 象 者　健康状態が良好な方　　選考方法　面接など　　提出書類　履歴書　　勤務時間　応相談

～職員募集～
募集職種　看護師　若干名　助産師　　　 １名
　　　　　薬剤師　 １名　　放射線技師　 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）

提出書類
①履歴書（町指定のもの・自筆）
②写真（上半身脱帽正面向 3 cm× 3 cm・履歴書に貼ること）
③資格を証する書類の写し
④健康診断書（町指定のもの）
⑤エントリーシート（町指定のもの・自筆）
⑥	書類選考の結果書の送付先を明記し、８2円切手を貼っ
た返信用封筒（定形23.5×１2cm）

※履歴書は八丈町HPからダウンロードするか、町立八丈病院事務局にてお受け取りください。

○ 2月の航路ダイヤ
【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>

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

【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
※１０/１5搭乗分より島民割引運賃適用

便名 羽田発 八丈島着 機種
１８９１ 7 ：30 ８ ：25 B73８
１８９3 １2：１5 １3：１0 A320
１８９5 １5：50 １６：45 B73８

※１0/2８より新運賃体系に変わっています。詳しくはANAに問い合わせください。
※「八丈島アイきっぷ」利用の場合は１3,7９0円（片道）で変更ありません。

便名 八丈島発 羽田着 機種
１８９2 ９ ：00 ９ ：55 B73８
１８９4 １3：55 １4：50 A320
１８９６ １7：25 １８：20 B73８

※編集時点の情報です。
　 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。



SCHEDULE
2019

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 ７０％再生紙を使用しています

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

八丈町保健
福祉センター

町 立
八丈病院

多目的ホール
「おじゃれ」2月

日 月 火 水 木 金 土
1
老人クラブ定例会

樫  １0:00～１2:00

2

3

し尿収集運搬休業日

4

コミュニティセンター休館日
図書館休館日

５
老人クラブ定例会

末  １0:00～１2:00
3 ～ 4 か月児・
産婦健康診査
保福  受付１3:１5～１3:45

６ 7 8 9
図書館おはなし会
 １0:00～１１:00

し尿収集運搬休業日

1０

し尿収集運搬休業日

11

図書館休館日
し尿収集運搬休業日

12 13
2 歳児歯科健康診査
保福  受付 ９ :１5～１0:00

14
老人クラブ定例会

中  １0:00～１2:00

1５
老人クラブ定例会

三  １0:00～１2:00

1６

17

し尿収集運搬休業日

18

コミュニティセンター休館日
図書館休館日

19
3 歳児健康診査
保福  受付１3:１5～１3:45
こども心理相談
保福  ９ :00～１６:00

（要予約）

2０ 21 22
すくすく相談
保福  ９ :00～１１:00

（要予約）

23

し尿収集運搬休業日
24

し尿収集運搬休業日

2５

コミュニティセンター休館日
図書館休館日

2６
郷土料理教室

（要予約）
保福  １0:00～１3:00

27 28

図書館休館日

2 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

日 月 火 水 木 金 土
１ ２
燃・害

3 ４ 5 ６ 7 ８ ９

金属 燃・害 資源
古着 燃・害

１０ １１ １２ １3 １４ １5 １６
金属 燃・害 資源 びん 燃・害 ※

１7 １８ １９ ２０ ２１ ２２ ２3

金属 燃・害 資源 燃・害
２４ ２5 ２６ ２7 ２８

金属 燃・害 資源

三　　　根
日 月 火 水 木 金 土

１ ２
金属

3 ４ 5 ６ 7 ８ ９

燃・害 資源
古着 燃・害 金属

１０ １１ １２ １3 １４ １5 １６
燃・害 資源 燃・害 金属 ※

１7 １８ １９ ２０ ２１ ２２ ２3

燃・害 資源 燃・害
びん 金属

２４ ２5 ２６ ２7 ２８
燃・害 資源 燃・害

大　賀　郷
日 月 火 水 木 金 土

１ ２
金属

3 ４ 5 ６ 7 ８ ９

燃・害 資源
古着 燃・害 金属

１０ １１ １２ １3 １４ １5 １６
燃・害 資源 燃・害 金属 ※

１7 １８ １９ ２０ ２１ ２２ ２3

燃・害 資源 燃・害
びん 金属

２４ ２5 ２６ ２7 ２８
燃・害 資源 燃・害

樫立・中之郷・末吉

大 樫 中 末 おじゃれ三 保福 町病

診　療　日 診療時間
糖尿病教室 2月１5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　

※その他の専門外来診療は予約制のため相談ください。
　飛行機欠航の場合、休診となることがあります。
　予約：院内予約係窓口または電話（ 2 －1188　平日 8 ：3０～正午）

町 立 病 院
臨時診療日

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。

休　　業　　日
ふれあいの湯 4日　１８日　25日	 毎週月曜日
みはらしの湯 5日　１2日　１９日　2６日	 毎週火曜日
ザ・ＢООＮ ６日　１3日　20日　27日	 毎週水曜日
やすらぎの湯 7日　１4日　2１日　2８日	 毎週木曜日

温泉休業日町役場開庁日 平日 8 ：3０～17：1５ ※定休日が祝日の場合は営業します。

※　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。




