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●青ヶ島村事業説明会の開催について ···································································· ｐ．２ 

●図書館だより ···················································································································· ｐ．２ 

●教育委員会からのお知らせ ······················································································· ｐ．２ 

●平成２９年度健康診断について ··············································································· ｐ．３ 

●第４１回牛祭り実行委員会からのお知らせ ························································· ｐ．３ 

●今月の保健福祉 ············································································································· ｐ．３ 

 

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 

 4月のふれあいサウナ利用状況 

入館者総数  235人
村民 46人 大人 男 164人
村外 189人 大人 女 64人

子供 7人

来島者数 108人 (4人) 251人 (4人) 359人 (8人)

出島者数 62人 (2人) 239人 (10人) 301人 (12人)

4月の交通実績　（括弧内は外国人者数）

船 ﾍﾘｺﾐｭｰﾀｰ 合計

人口と世帯数

平成29年5月1日現在

世帯数 110

人 男 90人

女 77人
口 計 167人

５月４日  八丈島フットサル大会 大勝組杯 
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教育委員会からのお知らせ 

４月の教育委員会臨時会で、以下のとおり決定しましたのでお知らせします。 

１． 本年度より教育委員会定例会は毎月の開催となります。原則、第４木曜日の午後６時 役場２F にて開催します。変更の場合はお知らせし

ます。  ５月の定例会は、６月１日（木）午後６時より開催します。 

２． 教育委員会は傍聴できますので、自由においでください。ただし、個人のプライバシーに関することなど一部非公開の場合がありますので、

その場合は室外でお持ちいただくことがあります。 

３． 教育行政に対して意見や要望があるときは、どなたでも教育委員会に請願や陳情（以下「請願等」とします。）を提出することができます。

随時受け付けていますが、毎月の請願等は、定例会開催１０日前に締め切り、その月の定例会で審議します。結果は文書で通知します。 

請願は文書もしくは口頭で受け付けますが、 

   １）誰が ２）どういう理由で ３）どういう内容の請願するのか   を簡潔に述べてください。 

教育委員会で審議できるのは、教育行政に関することだけです。 

４． 伝統芸能の記録映像を作成することになりました。来年３月完成予定です。 

５． 「ワクワク友だちプロジェクト」を開始します。これは、青ヶ島小学校・中学校に島外の子どもたちとその親を招待し、いっしょに友だちになる

企画です。詳細は、ポスターをご覧ください。 

ボランティア法律相談会の実施について 

開催日  平成２９年５月２８日（日曜日）  法律相談会  午後４時００分～６時００分 

会 場 老人福祉館    

皆様の悩みや質問に弁護士がお答えします。 相続関係・夫婦問題・親子問題・土地問題・労働問題・債務問題等、気になっているどんな事で

もお気軽にご相談下さい。 法律相談料は無料です。     問合せは青ヶ島村総務課（℡０４９９６－９－０１１１）まで。 

 

事業説明会の開催について  ～住民の皆様のご来場をお待ちしております～ 

平成２９年度青ヶ島村事業説明会を次のとおり実施します。本年度の本村主要事業の概要についてご説明いたします。 

日時：６月５日（月）午後７時から     会場：老人福祉館 

 

開館日数 

（うち日曜日） 
２０日（０日） 

来館者数 

（うち日曜日） 

２３人（０人） 

大人   １８人（０人） 

小中学生 ４人（０人） 

未就学児 １人（０人） 

貸出数 

図書１８冊 

(一般１８冊 児童書絵本０冊) 

ビデオ・ＤＶＤ ０点 

都立協力貸出数 １４冊 

５月の村立図書館                               教育委員会０－０２０１ 

 

平成２９年度青ヶ島村社会福祉協議会チャリティバザー報告  

今年も４月１６日（日）に社協チャリティバザーを開催しました。お天気も良く、多くの島民の皆様にご来場いただき、大盛況でした。 

ありがとうございました。おかげさまで今年度も高額の収益となりました。 

★バザー収益金及び募金額報告  ○社協売上金    ７２，６７７円（出店料・委託料含む） 

                       ○出店者寄付金   １９，７１１円 

                       ○募金          ２，８１２円 

                                合  計       ９５，２００円   ※収益金は歳末たすけあいと赤い羽根共同募金へ寄付いたします。 

ボランティアの皆様、食事の販売や物品の提供にご協力くださった皆様、ご来場いただいた皆様に御礼申し上げます。 

今後とも青ヶ島村社会福祉協議会の事業の活動に更なるご支援、ご協力を賜りますようにお願い申し上げます。              
 

４月の図書館 
 

休館日 

毎週土曜、毎週日曜、祝日（５月２０日、２１日、２７日、 

２８日、６月３日、４日、１０日、１１日 

※その他、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 

※開館時間  

午後２時３０分から午後５時１０分 
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今 月 の 保 健 福 祉    総務課 9-0111 

保健師来島 

個別相談を希望される方は総務課担当にご連絡ください。 

堀越美保保健師来島 

５月２２日（月）～２６日（金） 

 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時～１７時 

島しょ保健所八丈出張所  電話：２－１２９１ 

 定期予防接種  

日時： 随時 （９時～１６時３０分）  会場： 青ヶ島診療所 

※予約制です。予防接種を希望される方は、事前に診療所 

（電話 9-0123）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。 

 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。ぜひご参加下さい。 

日時： 毎週木曜日 午前１０時～正午 

会場： おじゃれセンター２階 和室・デイルーム 

 

   5 月～6 月の歯科診療  予約制です 

① 5 月 27 日(土)－30 日（火）    

                   ②6 月 10 日(土）－13 日(火) 

       診療時間 9 時～１8 時   おじゃれセンター歯科診療室 

 予約・キャンセル･確認は 電話 9-0124（診療日以外の予約は 9-0221 まで） 

 
平成２９年度健康診断について 

国保加入者の方   １０月～１２月で調整中  

がん検診        １０月～１２月で調整中（前立腺、腹部超音波⇒無料）（肺、大腸、胃、乳⇒４０歳以上無料、） （子宮⇒２０歳以上無料） 

※国保健診と同時実施。 がん検診の日程が決まりましたら、広報にてお知らせします。 

事業所          ７月２０日（木） 予定 （申し込みなどは、事業所と医療機関で行っていただきます。）                       

※今年度がん検診は１０月～１２月で実施する予定です。７月の事業所健診時には、がん検診は実施しません。 

※１２月の島内受診が困難な方、早めのがん検診を希望される方など、島外受診を希望される方は、保健担当までご相談ください。 

島外受診受付期間：平成２９年７月３日（月）～平成３０年１月３１日（水） 

  (土日祝日及び１２月２８日～１月５日除く) 上記期間外での受診は、自己負担となります。 

第４１回牛まつり実行委員会からのお知らせ 

・「露店募集」のお知らせ 

いよいよ、今年も牛まつりが近づいてまいりました。露店の出店を希望される方は、｢露店営業許可願い｣を配布いたしますので、役場

(9-0111)までお問い合わせください。例年出展されている方へは、役場よりご連絡差し上げます。なお、露店出店者向け｢島しょ保健所によ

る衛生講習会｣につきましては来月の広報にて日時をお知らせいたします。 

・牛祭りＴシャツデザイン募集のお知らせ 

早いもので、今年も牛祭りが迫ってまいりました。第４１回牛祭りのデザインを公募いたします。牛の絵、青ヶ島の風景などご自由にお描き

下さい。応募いただいたものから牛祭り実行委員会が選定し、牛祭りのＴシャツのデザインにいたします。たくさんのご応募をお待ちしており

ます！！！ 

締め切り：５月３１日（水）（延長しました）   提出場所：青ヶ島村役場の窓口 

注意：１色での印刷（予定）になりますので、単色でお書き下さい。 濃いマジックや絵の具などではっきりとお描きください。えんぴつの場合

はなるべく濃く描いてください。 用紙はなるべく折らずに提出ください。任意の白い紙でも結構です。サイズは自由。いただいたデザインか

ら若干の修正を加えさせていただく場合があります。ご了承ください。 
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(調整金 6.3%） 5 月中の乗船運賃は次のとおりです｡

片道　　　　　　　　　大人 2,590円 小人 1,300円

往復 (青ヶ島からのみ 大人 3,370円 小人 1,690円

(調整金 6.3%） 6 月中の乗船運賃は次のとおりです｡

片道　　　　　　　　　大人 2,590円 小人 1,300円

往復 (青ヶ島からのみ 大人 3,370円 小人 1,690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
(あおがしま丸)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

5月10日 までに意見箱に寄せられたご意見は、ありませんでした。

　村ではいただいたご意見を、関係職員の職務や各事業などの村政運営に、住民の皆様の声が反映される
よう努力しています。ただし、内容により無記名のご意見については回答できない場合がありますのでご了承
ください。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

日 月 火 水 木 金 土

5月14日 15 16 17 18 19 20

歯科診療 歯科診療
歯科診療

配食サービス

転倒骨折
予防教室

図書館休館 サウナ休館 図書館休館

21 22 23 24 25 26 27
転倒骨折
予防教室 歯科診療

老人クラブ

図書館休館 図書館休館

28 29 30 31 6月1日 2 3

歯科診療 歯科診療 歯科診療

転倒骨折
予防教室

老人クラブ

図書館休館 サウナ休館 図書館休館

4 5 6 7 8 9 10

事業説明会
転倒骨折
予防教室 歯科診療

図書館休館 サウナ休館 図書館休館

11 12 13 14 15 16 17

歯科診療 歯科診療 歯科診療 交流会
転倒骨折
予防教室

図書館休館 図書館休館

5月14日～
6月17日

村　　役　　場　TEL9-0111
教 育 委 員 会　TEL9-0201
休日・夜間救急　TEL04996-9-0123(青ヶ島診療所)※転送されます
消防・防災 119（090-7268-0142/090-9686-6417）

◇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29年6月1日(木)
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