
平成 23 年 10 月 1 日発行 ・ 第 255 号 広報あおがしま 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

広報 

あ
お
が
し
ま 

編集・発行 

青ヶ島村総務課 

〒100-1701 

東京都青ヶ島村無番地 

電 話 04996-9-0111 

F A X 04996-9-0001 

10 

2011 

神無月 

●保育士募集について ···································································································· ｐ．２ 

●島しょ法律相談のお知らせ ························································································ ｐ．３ 

●教育委員会臨時会報告ほか····················································································· ｐ．４ 

●10 月の村立図書館 ······································································································· ｐ．５ 

●診療所の窓 ······················································································································· ｐ．６ 

●保健・福祉・医療 ·············································································································· p．７ 

青ヶ島村ホームページ 

http://www.vill.aogashima.tokyo.jp/index.php 

青ヶ島村メールアドレス 

aogashima@vill.aogashima.tokyo.jp 

 8月のふれあいサウナ利用状況 

入館者総数  126人
村民 55人 大人 男 60人
村外 71人 大人 女 59人

子供 7人  

8月の交通実績

船 ﾍﾘｺﾐｭｰﾀｰ 合計

来島者数 58人 111人 169人

出島者数 56人 132人 188人  

人口と世帯数

平成23年9月1日現在

世帯数 111

人 男 102人

女 77人
口 計 179人

 

９月１９日  敬老会 
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青ヶ島村役場職員（保育士有資格者）募集 

勤務地：青ヶ島村保育園 

職種：保育業務 

資格等：平成２４年４月１日現在で保育士登録されている者 

         地方公務員法第１６条の欠格事項に該当しない者 

         年齢 55 歳位まで    性別不問 

給与：村給与規定による 

採用日：平成２４年４月１日 

応募期日：平成２３年１１月１４日(月)必着 

応募書類：履歴書及び職務経歴書（市販の様式を使用してください。） 

試験日：平成２３年１２月１６日(金) 

試験地：青ヶ島村役場 

その他：採用試験の詳細は、書類選考結果とあわせて通知します。 

問合せ・書類郵送先： 〒１００－１７０１ 東京都青ヶ島村無番地 

青ヶ島村役場総務課 保育士採用担当  ＴＥＬ０４９９６－９－０１１１ 
 

東京都最低賃金改正のお知らせ 

 

東京都最低賃金（地域別最低賃金）は平成２３年１

０月１日から時間額８３７円に改正されました。 

※都内で労働者を使用するすべての事業場及び同

事業場で働くすべての労働者（都内の事業場に派

遣中の労働者を含む）に適用されます。 

※一部の業種については別に定める特定（産業

別）最低賃金が適用されます。 

  詳細は、東京労働局賃金課  

TEL０３－３５１２－１６１４（直通）までお問い合

わせ下さい。 

 

 
月見踊りのご案内 

 

満月の夜に郷土芸能保存会主催の「月見踊り」を

行います。 

青ヶ島の伝統文化をご堪能いただけるよう、島唄

や島踊りに加えて、郷土料理や飲み物を用意して

おります。皆様のご来場をお待ちしています。 

日時：１０月９日（日） 午後６時半から 

 ※雨天の場合は翌日（１０月１０日）に順延の予

定です。 

会場：ヘリポート 

 ※駐車場がないため、徒歩での来場にご協力お

願いします。 
 

平成２３年９月村長日程 

 

１５日（木）議会 

１９日（月）敬老会 

２３日（金）青ヶ島小中学校運動会 

２５日（日）出島 

２６日（月）佐々木ベジさんの誕生日を祝う会 

２８日（水）帰島 
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東京都指定文化財指定証書授与式 

平成２２年度中に東京都指定の文化財として新た

に加わった「青ヶ島の島踊り」を含む文化財の指定証

書授与式が８月２３日（火）、都庁第二庁舎において

行われました。「青ヶ島の島踊り」は、近世から近代に

かけて本土から様々な形で伝搬した唄に踊りがつ

き、青ヶ島独自の形に変化しながら伝承されたもので

す。本村では、青ヶ島郷土芸能保存会において継承

されており、指定式では、同保存会会長の菊池正氏

が東京都教育委員会の大原正行教育長より指定証

書の授与を受けられました。 

                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

東京都では、島しょに居住される方々が、法的なトラブルに出会った時のために、電話による弁護士の

無料法律相談を行っています。 

 

《相談日》 月・水・金曜日 

《相談時間》１３：００～１６：００ 

 

※相談中の場合、お待たせすることもございます。 

事前にご予約いただくと確実です。 

※ご相談者のプライバシーは固く守られています。 

  安心してご相談ください。 

 

《相談の事前予約》 月～金曜日  

《予約受付時間》 ９：００～１７：００ 

 

東京都生活文化局広報広聴部都民の声課   電話：０３－５３８８－２２４５ 

 

島嶼会館からのお知らせ 

平成２３年８月３１1 日付けで港区みなと保健所に島嶼会館の旅館業廃止（停止）届を提出し、平成２３年９

月下旬から解体工事を施工することとなりました。 

 

 法的なトラブルのご相談は、都庁の 

島しょ法律相談へ 

電話番号：０３－５３８８－２２４５ 
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平成２３年第１回青ヶ島村教育委員会臨時会 概要報告     

８月２６日(金)午前９時～   村役場２階会議室 

●議事 

 八丈地区教科用図書(中学校)採択 

  八丈地区教科用図書採択要綱に基づき、７月２５日(月)に行われた八丈地区教科用図書採

択協議会の意見等を尊重し採択。 

【採択結果】 平成２４年度以降に中学校で使用する教科書 

○ 国語（国語）・・・・・・「光村図書出版」 
○ 国語（書写）・・・・・・「学校図書」 
○ 社会（地理的分野）・・・「帝国書院」 
○ 社会（歴史的分野）・・・「帝国書院」 
○ 社会（公民的分野）・・・「東京書籍」 
○ 社会（地図）・・・・・・「帝国書院」 
○ 数学（数学）・・・・・・「東京書籍」 
○ 理科（理科）・・・・・・「大日本図書」 
○ 音楽（音楽）・・・・・・「教育芸術社」 
○ 音楽（器楽）・・・・・・「教育芸術社」 
○ 美術（美術）・・・・・・「開隆堂」 
○ 保健体育（保健体育）・・「東京書籍」 
○ 技術（技術）・・・・・・「東京書籍」 
○ 家庭（家庭）・・・・・・「開隆堂」 
○ 英語（英語）・・・・・・「東京書籍」 

●報告 

１ 各事業報告 

  ・学校校庭芝生化事業は第１回検討委員会を開催予定 

 ・その他。 

２ ９月村議会補正予算 

  ・給食調理員補助賃金（増額）、給食調理室機材交換工事（減額）、 

郷土芸能保存館空調機設置工事（増額） 

 

平成２３年第５回青ヶ島村教育委員会定例会 概要報告 

９月２２日(木)午後１時～   村役場２階会議室 

●議事 

・教育委員会委員長・委員長職務代理者の選出 

委員長：手柴ひろみ 

委員長職務代理：菊池弘美 

任期：平成２３年１０月１日～平成２４年９月３０日 

●報告 

・第１回校庭芝生化検討委員会について  校庭芝生化の範囲の確定 
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１０月の村立図書館                  教育委員会 TEL9-0201 

                      ８月の図書館 

開館日数 
（うち日曜日） 

２５日（２日） 

来館者数 
（うち日曜日） 

２１３人（１人） 
大人 ６７( １) 

小中学生 １３６( ０) 

未就学児 １０( ０) 

貸出数 

図書 ７１冊 
(一般 ５６冊 児童書絵本 

１０冊) 

ビデオ・ＤＶＤ ２５点 

都立協力貸出数 ０冊 

 

 

 

 

東京文化財ウィーク２０１１ 

 
東京文化財ウィークは、より多くの皆様に文化財を身近に感じていただくために、東京都の各区市町村

にある約３００件の文化財を一斉に公開する事業です。 
都や区市町村の「公開事業」をおこないます。 
■公開事業 
□都指定有形文化財「紙本着色佐々木次郎太夫伊信肖像并伝」公開 
会場：青ヶ島村立図書館、 
日時：１０月２９日（土）～１１月６日（日） 

土日祝を含む毎日 午後２時３０分～午後５時１０分まで 
館内で一般公開します。ご自由にご覧ください。 

□都指定無形文化財「青ヶ島の島踊り」 
会場：青ヶ島郷土芸能保存館、日時：１１月６日（日）午後２時～ 

このほか「佐々木次郎太夫墓」 も都指定史跡となっています。 
 

休館日    
毎週土曜、祝日 
隔週日曜(９・２３日) 
※臨時で休館する場合があります。 

開館日    
平日月曜から金曜 
隔週日曜（２・１６・３０日） 

開館時間   
１４：３０から１７：１０ 
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   こんにちは。診療所の小野川です。 

１０月からインフルエンザの予防接種が始まります。 

ワクチン発注の関係で予約制になっていますので御注意下さい。 

また、日程内に受けられなかった方については適宜対応いたしますので 

診療所までご相談下さい。 

 

  冬に流行する「インフルエンザ」はウイルスによる感染症です。感染症はウイルスによるものと、細菌によ

るものに主に分けられます。そして、ウイルスによる感染症のうち、せき、はなみず、のどの痛みなどを伴う

ものを「風邪」と呼んでいます。そういう意味ではインフルエンザも「風邪」の一種と言えます。 

 

  この風邪、実は意外とやっかいなんです。なんせ特効薬が存在しません。「風邪も治せない」なんて言葉も

ありますが、残念ながら風邪に対するお薬は症状を和らげるものであり、治すわけではありません。インフ

ルエンザの治療薬であるタミフルなども、ウイルスが増えないようにする効果があるのみです。ちなみに、

「抗生物質」で良くなるのは基本的に細菌による感染です。 

  では、なぜ風邪は治るのでしょう。それはヒトの持っている免疫の力によります。ウイルスはヒトの細胞の

中に入り込んでしまうのですが、ヒトの免疫細胞はウイルスに感染した細胞を識別して排除します。そうす

ることによって風邪は治っていきます。この免疫力を高めるためには十分な休息および睡眠と、水分やビタ

ミンが重要です。治療の際はこれらを第一に考えて下さい。ただし、「風邪」かどうかは診察してみないと分

かりませんので、気軽に診療所にご相談下さい。（診察しても分からないこともあります。すみません・・・。） 

 

色々とお書きしましたが、一番大切なのは予防です。いつも言われることではありますが、規則正しい生

活を心がけ、定期的な手洗いとうがいを行いましょう。それでもかかってしまったときのため、重症にならぬ

ようワクチンを接種しておくことが望ましいでしょう。 

 

食品表示・栄養表示講習会の御案内 

食品に関わる表示や広告には様々な法令が関与しています。この講習会では、食品表示の適正化と 

栄養成分表示の普及を図ること目的に、食品表示の概要と健康増進法に関わる栄養表示基準を中 

心にお話します。 

日 時：１０月１２日(水曜日) １９時から２１時 

会 場：青ヶ島村老人福祉館 

内 容： ①食品表示の概要 

②栄養表示基準・誇大表示の禁止について 

③飲食店や宿泊施設における栄養成分表示店の登録について 

対 象 者： ★食品表示や栄養表示について学びたい方 

★容器包装された菓子や調味料などを製造・販売している方 

★食品の販売施設において商品の広告を担当している方など 

講 師：島しょ保健所八丈出張所 食品衛生監視員、栄養指導員 

参 加 費：無料 

問い合わせ先：島しょ保健所八丈出張所 電話   ０４９９６‐２‐１２９１ 

               受付時間 平日 午前８時半から午後５時まで 
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今 月 の 保 健 福 祉    総務課 9-0111 

保健師来島  お気軽に声をおかけください 

１０月１３日（木）-２１日(金) 

堀越美保（ほりこしみほ）保健師 

 

☆乳幼児健診の対象の方には個別にご連絡をいた

します 

☆個別相談をご希望の方はご連絡ください。 

転倒骨折予防教室 

介護予防・健康増進のための体操教室です。 

日時： 毎週木曜日  １０：００～正午 

会場： おじゃれセンター2 階 和室・デイルーム 

参加・送迎ご希望の方は総務課までご連絡下さい 

定期予防接種 

対象者の方には個別の通知をお送りしています。 

日時： 随時 （９：００～１６：３０） 

会場： 青ヶ島診療所 ※予約制です。 

接種を希望される方は、事前に診療所にご連絡 

下さい。ワクチンの在庫の状況で、接種日の調整を

します。 

 一般健康相談（電話相談） 

島しょ保健所八丈出張所では、保健師による健康

相談を随時行っております。 

日時：月～金曜日の９：００～１７：００ 

連絡先：島しょ保健所八丈出張所  

電話 ２－１２９１ 

 

１０月の歯科診療 予約制です.受診の際は、保険証･医療証をお持ちください。 

予約・キャンセル･確認は 電話 9-0120 (診療日以外は村役場に転送されます) 
 

① １０月８日(土)－９日（日）  ②１０月２９日（土）-３０日（日） 

 診療時間 10 時～１７時  おじゃれセンター歯科診療室 

  

児童巡回相談のご案内 

東京都児童相談センターによる「児童巡回相談」を行います。児童福祉司・児童心理司等が養育、 

問題行動、障害、不登校など、子どもに関するあらゆる相談に応じますので、是非ご利用ください。 

（要予約） 

   日時：１１月８日（火） 

   会場：おじゃれセンター２階 

   問合せ：村役場 総務課 ９－０１１１ 

 

 

青ヶ島村社会福祉協議会では平成２３年１０月より見守り事業を開始します。 

事業に協力していただけるアルバイトを募集します。 

詳細は役場内社協事務局（９－０１１１）まで 

 

☆☆☆☆☆１０月の配食は２１日（金）です。☆☆☆☆☆ 
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(調整金 10.8%） 10 月中の乗船運賃は次のとおりです｡

片道　　　　　　　　　大人 2,690円 小人 1,350円

往復 (青ヶ島からのみ)　大人 3,500円 小人 1,760円

燃料油価格変動調整金設定のため､青ヶ島～八丈島間航路
(連絡船還住丸ほか代船)の乗船運賃が変動します。また､東
京～八丈島～青ヶ島間の貨物運賃も併せて変動します｡

伊豆諸島開発(株)から乗船運賃等変更のお知らせ

 

9月20日

　村ではいただいたご意見を、村長を含めます管理職員以上に通知すると同時に、関係職員
の職務や各事業などの村政運営に、住民の皆様の声が直接反映されるよう努力していま
す。意見箱は村役場・おじゃれセンター（1階）・保育園に設置しています。

意見箱に寄せられたご意見について
までに意見箱に寄せられたご意見はありませんでした

 

日 月 火 水 木 金 土

1

図書館休館

2 3 4 5 6 7 8
転倒骨折
予防教室
老人クラブ

歯科診療

図書館休館

サウナ休館

9 10 11 12 13 14 15

歯科診療
転倒骨折
予防教室

図書館休館 図書館休館 図書館休館

月見おどり サウナ休館

16 17 18 19 20 21 22
みんなであそぼ

う
転倒骨折
予防教室

配食サービス

図書館休館

サウナ休館

23 24 25 26 27 28 29
インフルエンザ

予防接種
(～28日）

転倒骨折
予防教室
老人クラブ

歯科診療

図書館休館 図書館休館

サウナ休館 サウナ休館

30 31

歯科診療

10　 月
 村　　役　　場　TEL9-0111
 教 育 委 員 会　TEL9-0201
 休日・夜間救急　TEL090-4670-0119
            つながらないときは  090-9686-8442

１０月は骨髄バンク推進月間です
ドナー登録は命をつなぐ小さな勇気

 
◇締切日を守って注文してください｡

◇申込用紙は注文するご本人がご記入ください。

◇入荷後は早めにお引取りください。長期間放置しておくと
破袋の原因となります。総務課　9－0111

家畜飼料申込締切は

平成23年10月7日(金)
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