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第65代 ミス大島
野村智弓さんに決定！
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観光課

☎ 2−1446
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★大島町ホームページ
http://www.town.oshima.tokyo.jp/
★政策推進課Eメール

御神火温泉休館

御神火温泉休館
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住民課住民係 ☎ 2−1448

☎ 2−1462

福祉けんこう課けんこう係 ☎ 2−1482

福祉けんこう課 ☎ 2−1471
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全島一斉黙祷
午前9時〜

土砂災害追悼式
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為朝の神事

1

金 Friday

無料法律相談
（司法書士会）
情報伝達訓練
元気アップ教室

6

午前9時ごろ

※追悼式終了後、同日・同式場において
一般の方も献花していただけます。

全島一斉黙祷

（雨天の場合：大島町開発総合センター 2階 大集会室）
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火山博物館休館
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火山博物館休館
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木 Thursday

土砂災害追悼式

水 Wednesday

10月16日
（土）12時30分〜
10月10日（日）
「祈りの広場」
午前8時30分〜つばき小学校 会場 メモリアル公園

予備日：10月17日（日）

10月1日（金）〜
令和4年1月中旬

※出帆港は、
岡田港と
なります。
。

火 Tuesday

体育
レクリエーション大会

月 Monday

10 月 October（神無月）

元町港船客待合所 休館

日 Sunday

おおしま住民カレンダー

2021年

（令和３年）

10月号
平成25年伊豆大島土砂災害追悼式について
平成２５年10月16日に発生し、大島町に未曾有の被害をもたらした台風２６号による土砂災
害から８年の歳月が経とうとしています。
町では、お亡くなりになられた方々に哀悼の意を捧げるとともに、ご支援いただいた方々に心
から感謝し、復興を着実に推進する決意表明のため「平成２５年伊豆大島土砂災害追悼式」を
執り行います。
【追悼式】
日 時 令和３年１０月１６日（土） １２時３０分から
場 所 メモリアル公園「祈りの広場」※雨天の場合、大島町開発総合センター２階 大集会室
次 第 １．開 式
２．黙 祷
３．式 辞
４．追悼の辞
５．御来賓の言葉
６．献 花
７．献 歌（予定）
８．閉 式
※一般の方々の座席も用意してあります。ただし、席数に限りがございますのでご容赦ください。
新型コロナウイルス感染拡大防止のため、マスクの着用をお願いいたします。
【一般献花】追悼式終了後、同日、同式場にて、一般の方も献花していただけます。
※献花用の花は、町でも８００本程度用意しています。
時 間
追悼式終了後、午後２時～午後４時
【黙祷】防災行政無線にて、午前９時に全島に黙祷を呼びかけます。
問い合わせ 福祉けんこう課

平成25年土砂災害の流失物について

住民課では平成25年伊豆大島土砂災害の復興
作業中等に発見された流出物を保管しています。
持ち主の分からないものも数多くお預かりして
います。下記の通り、追悼式の日に合わせて、ご確
認できますので、希望される方はお越しください。
なお、別日でも随時ご確認できますので、町役場
住民課までご相談ください。
日 時 １０月１６日（土）午前１０時～午後１時
場 所 町役場３階 第一会議室
問い合わせ 住民課国保年金係 ☎２−１４６２
写真、アルバム、カバン、日用雑貨、時計など
見覚えのある品物はありませんか？

☎ 2−1471

『令和３年 7 月の梅雨前線に
伴う大雨豪雨災害義援金』
ご協力ありがとうございました
7月12日～８月６日まで募集した義援金に、
多くの皆様から温かいご支援とご協力をい
ただき、心から感謝いたします。皆様からい
ただいた義援金は、直接、熱海市に（大島町
及び大島町議会からの義援金５３０万円と共
に）お渡しいたしました。ご協力ありがとうご
ざいました。
窓口募金

件数

２０１件

金

額

２，０６６，３７４ 円

大島町

金

額

５，０００，０００円

大島町議会

金

額

３００，０００円

問い合わせ

福祉けんこう課

☎２―１４７１

令和3年10月号 広報おおしま
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第 3 回 大島町議会定例会
令和３年第３回大島町議会定例会が９月７日から１５日までの９日間の会期で開催されました。
決算認定のほか、補正予算や契約変更、条例改正、教育委員の任命など７議案の審議が行われ、
いずれも認定、可決、同意されました。また、６議員による一般質問も行われました。
町長報告
・第６５代ミス大島の決定
・熱海市伊豆山土砂災害義援金
・大島空港の愛称
・東京２０２０オリンピック・パラリンピック大会
聖火点火セレモニー
・島民の生活や産業を支える島しょ港湾の整備促進
・島民の生活や産業を支える島しょ漁港の整備促進
・令和４年度東京都予算編成に対する要望
・その他国等に対する要望・決議
令和３年度補正予算
・一般会計（第１号）
・差木地財産区特別会計（特差財第１号）
決算認定
・令和２年度東京都大島町各会計歳入歳出決算認定
・令和２年度東京都大島町水道事業会計決算認定
契約変更
・元町保育園建設工事請負契約変更

山田 忠敬 議員
・「町が管理する土地の安全確保
を」
・コロナ緊急対策について

橋本 博之 議員
・交通弱者（移動困難者）を支援
する制度を策定してください。
・公金紛失事件の町民に対する情
報公開と、この事件を契機に地
方公務員として、コロナ禍後の
「新しい自治様式」の探究をめ
ざして踏み出してください。
清水 光一 議員
・大島町役場としての情報発信の
在り方について
・大島町役場としての意思決定の
プロセスについて
・大島町役場職員のモチベーショ
ンについて

条
例
・大島町町税条例等の一部改正
委員の任命
・大島町教育委員会委員の任命
一般質問

高橋 千香 議員
・町道泉津７号線について

川嵜 和光 議員
・コロナ禍での大島町経済活性化
について
・安全対策について
・高齢者のフレイル予防対策と生
きがいについて

議会を傍聴しませんか
次回の定例町議会は12月
上旬ごろ開催予定です。開

小池 渉 議員
・今後の観光政策について

催日時や議案・一般質問等
は決まり次第、町役場ホー
ムページに掲載されます。
問い合わせ 議会事務局
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☎ 2−1449

税務課からのご案内

－年末調整－

●年末調整について
給与支払事業者が毎月の給料から所得税を源泉徴収している場合、その年中の所得税額を
年末に精算する手続きが必要となり、これを年末調整といいます。手順は次のとおりです。
①給与受取者（従業員等）は扶養控除等申告書や保険料控除申告書などを事業者へ提出
②事業者は申告書を基に年間の所得税を計算し、源泉徴収した所得税の過不足を還付や追
徴により精算
③年末調整により作成した源泉徴収票のうち一定の基準のものを税務署に提出（翌年1月
31日まで）
④給与受取者（従業員等）へ源泉徴収票を配付
●給与支払報告書の提出
事業者は源泉徴収票を作成する際に併せて給与支払報告書を作成します。この給与支払報
告書は、給与受取者（従業員等）が翌年1月1日に居住する市町村に1月31日までに提出しま
す。すべての源泉徴収票（給与支払報告書）について、本人への発行及び市町村への提出を
お願いします。
●年末調整説明会の取りやめ
毎年11月に実施していた「税務署による年末調整説明会」は今年から開催しないこととな
りました。年末調整の疑問等につきましては、国税庁ホームページでご確認いただくか、町
役場税務課に問い合わせください。
●年末調整用書類の配布
昨年まで年末調整説明会場で配布していた、源泉徴収票、扶養控除等申告書、保険料控除
申告書などの手書（紙）様式は、税務課窓口及び各地区出張所窓口において11月からの配布
を予定しています。
問い合わせ

税務課

課税係

☎2－1465

インボイス制度の登録が始まります！
令和５年10月１日から、消費税の仕入税額控除の方式とし
てインボイス制度が導入されます。適格請求書（インボイス）
を発行できるのは、「適格請求書発行事業者」に限られ、この
「適格請求書発行事業者」になるためには、登録申請書を提出
し、登録を受ける必要があります。
※登録申請書の提出が可能となるのは、令和3年10月1日(金)以
降です。
＊インボイス制度に関する一般的なご質問やご相談について
は、下記へお問い合わせください。
消費税軽減税率・インボイス制度電話相談センター

☎０１２０－２０５－５５３（無料）
受付時間：午前9時～午後5時（土日祝除く）

詳しくは

インボイス制度

国税庁
令和3年10月号 広報おおしま
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「自主防災組織地域防災連絡会」の開催について －噴火35周年－
伊豆大島火山は、1986 年噴火から 35 年目を迎え、次の噴火に向けてマグマの蓄積が着々と進ん
でいると考えられています。そこで、今年度の連絡会では、伊豆大島の火山活動の現状と避難等に
ついて説明します。噴火は近いのか？異常時の行動は？皆様の疑問にお答えし、意見交換を行います。
連絡会は、どなたでも参加できますので、お誘い合わせの上お越しください。なお、雨天等避難行
動が予想される場合は、防災行政無線にて延期または中止のお知らせをしますので、ご了承ください。
日時

時間

場所

対象地区

開発総合センター

元町地区

野増地域防災コミュニティセンター

野増･間伏地区

差木地公民館

差木地･クダッチ地区

11月 １日（月）

波浮港老人福祉館

波浮地区

11月 ２日（火）

北の山公民館

北の山地区

11月 ４日（木）

岡田コミュニティーセンター

岡田地区

11月 ５日（金）

泉津公民館

泉津地区

10月27日（水）
10月28日（木）
10月29日（金）

いずれも
午後7時から
8時30分（予定）

1．気象庁伊豆大島火山防災連絡事務所より、火山活動について解説します。
気象庁伊豆大島火山防災連絡事務所では、気象庁火山監視・警報センターが行っている常時
観測では捉えられない火山現象を観測するため、火山観測を毎月実施しているほか、異常があ
れば火山起動観測を随時行って、観光客や島民の安全のために、伊豆大島の火山活動を注意深
く見守っています。火山観測結果と火山活動の評価は、「広報おおしま」や大島町のホームペ
ージなどに掲載されています。
連絡会では、山際火山防災連絡事務所長が、より詳細な火山活動の状況について解説を行い
ます。火山の状況を正しく理解し、普段、疑問に思っていることなどを質問してみましょう。

2．防災対策室より、想定される火山現象への防災対応などを説明します。
防災対策室では、
「伊豆大島火山避難計画」や「防災の手引き火山編」をすでに作成しています。
今年 9 月には「伊豆大島火山防災マップ」を作成して、皆様に配布しました。
連絡会では、これらの資料から、伊豆大島の過去の噴火はどのようにして起こったのか、今後、
どのような火山現象が想定されるのか、そして、火山の異常時の行動について説明します。

3．質疑応答、意見交換を行います。
大島町に住民登録されている方は自主防災組織に登録していますが、住民登録されていない方も
登録できます。日常的、災害時に共に助け合う（共助）をご理解していただき、登録をお願いします。
※登録をされる方は大島町役場防災対策室まで、ご連絡ください。
問い合わせ 防災対策室 ☎２－００３５
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東京都 津波避難意識調査に関するアンケートのお知らせ
東京都では島しょ町村とともに津波防災対策を一層推進するため、島しょにお住いの皆様に津波
避難に関するアンケートにご協力を賜りたいと考えております。つきましては、広報おおしまと同
時にアンケート用紙を配布しておりますので、そちらの案内に沿ってインターネットに接続可能な
PC又はスマートフォン・タブレットにてアンケートへのご回答をお願いいたします。（各世帯で１
名、世帯主又は代理の方がお願いいたします。）なお、郵送回答もできますので、ご確認ください。
問い合わせ

東京都総務局総合防災部（石井、松本）☎03-5329-7892

浮体式洋上風力発電の設置に向けて
−Vol.6

温暖化対策「緩和」と「適応」−

今回は、パリ協定で定めた目標を更に進めた温室効果ガス排出量の２０１３年比４６％削減の
ために、私たちが今できることを皆さんと一緒に考えてみたいと思います。
地球温暖化による影響を抑制するための対策は、大きく①「緩和策」と②「適応策」の２つに分
けられます。どちらかだけでは効果がなく、この２つを両輪として進めていく必要があります。
①「緩和策」は、温室効果ガスの排出を削減する（吸収の増加を含む）ものです。例えば、再生可
能エネルギーやエコカーの導入、節電・省エネ・ゴミの削減等を通じて低炭素化を図ることが挙
げられます。私達の生活の中でこれまで取り組んできた事をより進めていくだけで、緩和策とな
るものが多くあります。
②「適応策」は、地球温暖化による悪影響に備えるものです。例えば、短期的には、熱中症を予
防するための水分補給・事前のハザードマップ確認など身近な行動が挙げられます。また、中・長
期的には、気象災害から身を守るための
インフラ整備や高温に強い農作物の開発
など社会全体で取り組むものがあります。
今進行しつつある温暖化は、過去に排
出した温室効果ガスの蓄積により、緩和
策を実施しても気候変化等をすぐ避けら
れる訳ではありません。悪影響に対して
「適応」しながら、これ以上の排出を抑
えて、温暖化を「緩和」する取組みを長期
に渡って継続していくことが重要です。
問い合わせ 水道環境課 生活環境係
☎２－１４７８

（参考）Ａ－PLAT気候変動適応情報プラットフォーム HP

町長のうごき

8月10日〜9月9日

島内（来庁者等）
▶8月20日東京パラリンピック点火式関係撮影／大島町決算監査講評▶26日第65代ミス大島・ミス
あんこ発表会▶31日大島町議会運営委員会▶9月3日第2回伊豆大島ジオパーク推進委員会▶6日第
26回東京都廃棄物審議会（web会議）▶7日～9日大島町議会定例会
島外
▶8月27日港区長訪問及び面談／令和4年度東京都予算編成に対する要望実行運動
令和3年10月号 広報おおしま
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事業所のごみ出しは有料です！
事業所のごみ出しは、事業者（商店・飲食店・宿泊施設・事務所・作業所等の主）のみなさんが
事業活動に伴って排出した廃棄物について、自らの責任で適正に処理することが定められており、
事業者が自ら千波環境美化センターへ運び込むか、収集運搬許可業者に処理を委託するかのどちら
かとなっています。
大島町では、事業系一般廃棄物（可燃ごみ）の収集希望事業者に対し、有料で収集運搬を実施し
ています。（収集運搬手数料は12.2円／㎏（税込）。大島町指定袋・シールを使用する。）
また、自ら千波環境美化センターへ直接持込む場合の事業系登録も行っております。（登録した
場合の持込手数料は4.5円／㎏（税込））
すでに上記の事業系ごみ収集事業の登録をされている方で、以前よりごみの排出量が増減してい
る場合、排出量の変更の申請が必要となりますので、水道環境課又は各出張所でお手続きください。
また、現在、事業を休業又は廃業されている場合は、登録廃止の手続きをお願いします。
なお、事業系一般廃棄物（資源ごみ）については、収集希望事業者に対し、㈱大島環境管理（☎２
－１７３３）、㈲大澤興業（☎４－０２５１）が有料で収集を行っています。
現在、ごく一部の事業者が一般の収集と一緒に排出しているようですが、「事業系一般廃棄物」
は上記の方法で処理することとなっておりますので、内容をご理解いただき、適正な処理をお願い
します。

事業系一般廃棄物とは？

事業所（商店・売店・飲食店・宿泊施設・事務所・作業所等）から出る「燃やせるごみ」は「事
業系一般廃棄物」に位置づけられています。

廃棄物
（ごみ）

家庭廃棄物（一般家庭の日常生活で生じるもの）
事業系廃棄物
事業系一般廃棄物（事業活動に伴い生じるもの）
（商店・売店・飲食店・宿泊施設・事務所・事業所等）

産業廃棄物（事業活動に伴い生じた法令で定めた20種類のもの）
問い合わせ 水道環境課 生活環境係 ☎２−1478

みんなのメモリアル公園です！
～マナーを守ったご利用を～

今年6月の開園以来たくさんの方にご利用
いただいている大島町メモリアル公園です
が、ごく一部マナーの悪い利用者さんがいら
っしゃるようです。これまでに犬のふんの放
置、花火の実施、花火ゴミの放置などが複数
回確認されています。みなさんが気持ちよく
過ごせるよう、マナーを守ったご利用をお願
いします。

【問い合わせ】
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～自動販売機が設置されました～

メモリアル公園管理棟の休憩スペースに自
動販売機が設置されました。

都市公園について
町役場建設課 ☎２－１４８７
自動販売機について 大島町商工会 ☎２－３７９１

「東京都島しょ地域中小企業等振興補助事業」
島しょ地域の中小企業等が地域資源を活用した特産品開発・観光振興等を目的として新たに
実施する事業に対して、東京都島しょ振興公社が募集を行っております。
対象事業

⑴ 地域資源を活用した農林水産物に関する事業
⑵ 地域資源を活用した鉱工業品・生産技術に関する事業
⑶ 東京の都市課題解決に資する事業

募集期限

10月22日（金）

提 出 先

大島町役場政策推進課振興企画係

申請条件 「TOKYO地域資源等活用推進事業」に申請済みの事業者が対象
令和３年度の募集は終了していますのでご注意ください。
〇詳細は各ホームページをご覧ください。
「東京都島しょ地域中小企業等振興補助事業」
https://www.tokyoislands-net.jp/islander/support01
「TOKYO地域資源等活用推進事業」
https://www.tokyo-kosha.or.jp/support/josei/jigyo/chiiki.html
[問い合わせ]
「東京都島しょ地域中小企業等振興補助事業」(公財)東京都島しょ振興公社
☎ 03-5472-6546
「TOKYO地域資源等活用推進事業」(公財)東京都中小企業振興公社
☎ 03-3251-7894

教育文化課

会計年度任用職員募集

教育文化課では令和３年度の会計年度任用職員を下記の通り募集します。
任

期

令和３年１１月１日～令和４年３月３１日

職

種

一般事務

職務内容

教育文化課の事務補助（軽作業あり）

勤務時間

平日

勤務場所

教育文化課

応募要件

地方公務員法第１６条に規定される欠格事項に該当しない者

午前８時30分～午後５時15分

要運転免許証・Excelで簡単な表の作成、関数の活用及びWordで文書
作成などのパソコン操作が可能であること。
休

日

毎週土，日曜日・国民の祝日・年末年始・各種特別休暇あり

給料・手当

月額１５０，６００円・通勤手当あり

応募方法

町ホームページ・教育文化課・各出張所に専用申込書があります。

応募締切

1０月８日（金）必着

選考方法

書類及び面接試験（面接試験は１０月１２日（火）～１４日（木）の間で実施）

そ の 他 詳細につきましては下記へ問い合わせください。※保険制度あり
問い合わせ

教育文化課

学校教育係

☎２－１４５３

令和3年10月号 広報おおしま
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法務局による登記手続案内【完全予約制】
東京法務局職員がテレビ会議システムを使用して登記申請（相続・抵当権抹消など）の手
続方法をご案内します。ご利用は完全予約制とし、事前予約者のみの対応となっていますので、
ご注意願います。
【日 時】 10月12日（火）・13日（水）午前９時～午後４時（正午から午後１時を除く）
※事前予約は、10月5日（火）までにお願いします。
【場 所】 開発総合センター１階
※新型コロナウイルス感染拡大の状況により中止となる場合がありますので、ご了承ください。
なお、予約時には大島町のテレビ会議システムを使用した手続案内を希望する旨お伝えくださ
い。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

《電話による登記手続案内について》

東京法務局においては、現在、新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、登記手続案内の電
話対応を行っておりますので併せてご利用ください。
（予約された日時に法務局職員がお電話し
ます。）
登記申請書の様式や各種証明書の請求書は「法務局ホームページ」に掲載しています。
予約・問合せ 東京法務局
（不動産の登記申請手続に関するもの）
☎０３－５２１３－１３３０
（商業法人の登記申請手続に関するもの） ☎０３－５２１３－１３３７

東京三弁護士会による法律相談
東京三弁護士会による法律相談が開催されます。相談をご希望の方は、この機会をご利用ください。
※ご相談の際はマスクの着用をお願いします。
日
時 10月20日（水） 午前11時〜午後4時30分・1人40分以内 ※予約が必要です
次の予定…11月17日（水）
場
所 開発総合センター
相談内容 無料一般相談（当日のみ）
お気軽に
予約受付 平日の午前9時30分〜午後5時（正午〜午後1時を除く）
ご相談ください
主
催 東京弁護士会・第一東京弁護士会・第二東京弁護士会
予約・問い合わせ 法律相談センター ☎ 03−3595−8575

「島しょ法律相談」

電話で弁護士に相談できる

10月の相談日

月・水・金
1
6
8
13 15
20 22
27 29

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。
4
相談は無料です。相談者のプライバシーは固く守られていますので
11
安心してご相談ください。
相 談 日 月・水・金曜日 ※祝祭日はお休みします。
18
相談時間 午後１時〜４時
25
※当日お待ちいただくことのないよう、事前予約も受付けています。
※事前予約は、月〜金曜日の午前9時〜午後5時（祝祭日除く）にお願いします。
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 ☎ 03−5388−2245
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司法書士 無料法律相談【予約不要】
私達は「相続・遺言・土地や建物の買い取り・登
記・暮らしにおけるトラブル・成年後見制度・生活再
建」
「コロナ問題が影響して生活が苦しくなった・
仕事がなくなった・給付金の手続きをしたい」と
いった相談ごとに関しまして、面談による相談をお
こないます。
※ご相談の際はマスクの着用をお願いします。
日 時 10月6日（水）
午前11時～午後2時
場 所 開発総合センター
問い合わせ 東京司法書士会
☎ 03−3353−9191

赤い羽根共同募金運動のお願い
「つながりをたやさない社会づくり
～あなたは一人じゃない～」

10月1日より第75回赤い羽根共同募金運動が
始まります。共同募金は、みなさまと民間社会福
祉施設・団体を結ぶ募金運動です。
令和2年度の大島町の募金実績額は、26,874
円でした。ご協力ありがとうございました。寄付
金は子どもたち、高齢者、障がい者などを支援す
るさまざまな福祉活動や、災害時支援に活用され
ています。みなさまの「たすけあい精神」に支え
られる共同募金活動にご協力くださいますよう、
よろしくお願いいたします。
※新型コロナウイルスの状況に応じ、募金方法の変更
や募金活動の自粛等が生じる場合があります。

問い合わせ
東京都共同募金会 大島地区協力会大島分会
（大島社会福祉協議会） ☎２－3773

ご存じですか？行政相談
10月１８日（月）～２４日（日）は「行政相談
週間」です。大島町でも総務
大臣から委嘱された行政 相
談 委員が 次のとおり行政 相
談所を開設します。
道路・社会福祉・医療保険などの行政全般
について「説明に納得できない」
「処理に疑問
がある」などの苦情や要望があればご利用く
ださい。受け付けた相談の中で、内容が複雑
なものについては、総務省行政相談センター
（管区行政評価局・行政評価事務所・行政監
視行政相談センター）に連絡し、解決の促進
を図っています。皆さま、是非ご利用ください。
※ご相談の際はマスクの着用をお願いします。
日時 10月27日（水）午前10時～午後２時
場所 開発総合センター 相談委員 福井芳久
相談内容

道路・福祉・年金・保険・郵便など

※相談は無料、秘密厳守です。
◆総務省行政相談センターきくみみ東京
「行政苦情110番」
☎ 0570-090110

FAX 03-5331-1761

◆東京総合行政相談所（西武池袋本店７階）
☎ 03-3987-0229

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）は令和３年１０月１日から
時間額 １，０４１円に改正されます。
※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。
※最低賃金の引上げに向けた環境整備のための支援策として、業務改善助成金等各種助成金制度を設
けています。
問い合わせ
＊東京都最低賃金について 東京労働局労働基準部賃金課
☎︎03-3512-1614（直通）
東京働き方改革推進支援センター
☎0120-232-865
＊業務改善助成金について 令和３年度業務改善助成金コールセンター ☎03-6388-6155
東京働き方改革推進支援センター
☎0120-232-865
東京労働局雇用環境・均等部企画課
☎03-6893-1100（直通）
令和3年10月号 広報おおしま
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～産業課からのお知らせ～
ビニールハウスを探しています！

目撃情報の募集について

新規就農者支援研修センターでは、研修生

大島町では、有害鳥獣（タイワンザル、ク
リハラリス）の捕獲圧強化を目的として島民
が卒業後に営農するための、ビニールハウスを
の皆さまの目撃情報を募集します。目撃した
探しています。離農などを理由に、貸して頂け
場合は、日時・場所・鳥獣名・状況等、出張
る方がいらっしゃいましたら、ぜひ一度ご連絡
所または産業課へ情報をお寄せください。
ください。
[目撃情報はこちらまで]
北の山出張所 ☎２−3525
大島町新規就農者支援研修
岡田出張所
☎２−8121
８期生を募集しています！
泉津出張所
☎２−8523
平成２７年４月より開始した「大島町新規
野増出張所
☎２−2378
就農者支援研修」では、第８期生（令和４年４
差木地出張所 ☎４−0441
月～）の募集を行っています。2年間の研修で、
波浮港出張所 ☎４−0444
基幹農作物であるブバルディアの栽培技術を
産業課産業係 ☎２−1445
学び、大島での就農を目指しましょう！
[応募締切]

11月30日（火）

サツマイモの寄付について
昨年度も、住民の方々より多くのご寄付を
頂き、有害鳥獣駆除に活用させていただきま
した。ありがとうございました。産業課では、
引き続き有害鳥獣の駆除を実施しております
が、誘引餌となる「サツマイモ」が本年度も
不足しています。虫食い等の不要なサツマイ
モがありましたら、引き取りに伺いますので、
ぜひご提供をお願いします。

椿の実

ルールを守って！

「椿油」の原料・椿の実の季節となりまし
た。他人の敷地内に入り、無断で椿の実を採
る・拾うなどの行為は不法行為になります。椿
油の伝統産業を汚さないよう十分注意しま
しょう。
上記内容の問い合わせはこちらまで↓
産業課

農業係

☎２―1445

道路に隣接する草木の管理
道路に隣接する地所から車道や歩道を覆うように繁茂している樹木や雑草が多く見受けられます
が、歩行者や車両通行の障害となるばかりか、見通しを妨げ交通事故の原因にもなります。所有者
の方は早めの伐採にご協力をお願いします。
また、夏期は雑草などの生育も早くなりますので、樹木同様に道路と隣接する地所の所有者の方
は早めの対応をお願いします。
問い合わせ 大島町役場建設課 ☎２−1487 大島支庁土木課 ☎２−4441
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

街路灯（防犯灯）の球切れについて
現在、町道沿いに設置している街路灯は約２０００箇所ありますが、球切れ、破損等の発見につ
いては住民の皆様のご協力が必要です。近所で、球切れ等を発見しましたら、町役場建設課へご連
絡ください。
問い合わせ 大島町役場建設課 ☎︎2−1487
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ま る ご と

けんこう

新型コロナワクチン接種について
新型コロナワクチン個別接種は、ワクチン有効期限により1回目 接種日10月6日（水）
をもちまして終了となります。
予約受付 10月4日(月)まで
実施場所 大島医療センター 予約専用ダイヤル ☎︎２－２３４６・午後1時30分～4時30分

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

【今後の接種について】下記の方で、新型コロナワクチン接種を希望される方は、ワクチン入荷の
見込みがたちしだいご連絡しますので、福祉けんこう課けんこう係までご相談ください。
・12歳の誕生日を迎える方 ・新型コロナウイルス感染により接種できなかった方
◇大島町の新型コロナワクチン接種状況◇
対

象

12 歳以上の住民

対象者数

1 回目の接種者数（接種率）

2 回目の接種者数（接種率）

6,734 人

5,709 人（84.8％）

5,587 人（83.0％）

※優先して接種を始めた医療従事者や高齢者施設入所者含む

ワクチン接種は流行前に!

（9月16日現在の速報値）

〜インフルエンザ予防接種について〜

10月から季節性インフルエンザワクチンの予防接種が始まります。
インフルエンザワクチンは、感染を完全に阻止することはできませんが、発症を予防したり、発症後の重症
化や死亡を予防することに効果があるとされています。日本では、例年12月～3月頃に流行し、1月～2月に
ピークを迎えます。ワクチン接種による効果が出現するまでに2週間程度を要し、その効果は約5ヶ月持続す
ると言われているので、毎年12月中旬までにワクチン接種を終えることが望ましいでしょう。
【実施医療機関】大島医療センター ☎ 2－2346（予約専用ダイヤル）
10月1日（金）午前9時から予約受付開始! 受付時間は平日午前9時〜午後3時まで
【費用】一般：1回 4,200円・小児：
（13歳未満）1回 2,600円 ※13歳未満は2回接種が必要です。

＜高齢者には、定期接種として接種費用の一部助成があります＞

【対象者】大島に住民票がある以下の方（接種する当日の年齢です）
①満65歳以上の方
②満60歳以上65歳未満で、心臓・腎臓または呼吸器系の機能およびヒト免疫不全ウイルスによる免
疫機能の障害を有する方（身体障害者手帳１級をお持ちの方）
【費 用】接種費用4,200円のうち2,000円を助成し、自己負担2,200円
【方 法】①②の方は、水色の予診票を使用してください。大島医療センター・福祉けんこう課・各出張
所に用意してあります。水色の予診票でない場合、助成が適用されません。
【実施医療機関】大島医療センター ☎ 2−2346（予約専用ダイヤル）
※島外医療機関で接種を希望する方は、接種前に福祉けんこう課けんこう係へご相談ください。

令和3年度

高齢者肺炎球菌ワクチン予防接種について

高齢者肺炎球菌ワクチンの予診票を、対象の方へ9月末に発送しました。ぜひ、この機会に接種を受けま
しょう。
対象者 ①令和3年4月2日から令和4年4月1日の間に65歳、70歳、75歳、80歳、85歳、90歳、95歳、100歳
になる方で過去に一度も受けたことのない方。②60歳以上65歳未満で心臓・腎臓・呼吸器の機能障害また
はヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害で身体障害者手帳1級をお持ちの方。
(注)過去に一度でも接種したことのある方は、対象年齢であっても対象にはなりません。
接種期間 令和4年3月31日まで 実施医療機関 大島医療センター ☎２－２３４６ 予約専用ダイヤル
接種費用 10月より自己負担額500円
（接種費用9,000円のうち大島町6,000円、東京都2,500円を助成します）
このページについての問い合わせ 福祉けんこう課 けんこう係 ☎２－１４８２
令和3年10月号 広報おおしま
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がん検診、受けられましたか？

がん検診は、病気の症状がでる前に早期にがん
を発見し、治療を行うための検診です。検診を定
期的に受けることが大切です。

がん検診（無料・予約制）
実 施 日 令和４年３月まで通年実施(火・木)
今後の状況により変更する場合があります。
【日曜実施日】10/3、12/5、2/6
※子宮頸がん検診は、日曜日はありません。
※胃がん検診は、胃Ｘ線検査（火曜日）・胃内視鏡
検査（木曜日）となります。
日程は変更される場合があります。
種
類 肺がん（結核検診）・喀痰検査・大腸が
ん・胃がん（胃Ｘ線検査または胃内視
鏡検査）・子宮頸がん・骨粗しょう症
※がん検診は基本健康診査・肝炎ウ
イルス検診との同時受診は出来ま
せん。
対
象 40歳以上の住民の方。
（年齢により受
けられる検診は異なります。）
子宮頸がんは20歳以上になります。
申込み方法 予約前に福祉けんこう課窓口・各出
張所にて申込みのうえ、受診券と問診
票等の検診キットを受け取ってからご
予約ください。
実施場所 大島医療センター
予約受付 予約専用ダイヤル ☎ 2－2346
平日の午後１時30分～4時30分
検診結果 結果は検診後１カ月程度で郵送します。
問い合わせ 福祉けんこう課 けんこう係
☎ 2−1482

～10月は乳がん月間です～
日本人女性の11
人に1人が乳がん
にかかると言われ
ています。乳がん
になる人は30歳代
から増え、50歳代
までの働き盛りの
世代に多く、この年代の女性のがん死亡原
因のトップとなっています。乳がんは早期
に発見し、治療すれば多くが治る病気です。
40歳になったら、2年に1回の検診を定期
的に受けましょう。
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運動しやすい季節です♪
げんきアップ教室☆
（旧エアロビ教室）
日

時

10月6日（水）・20日（水）
①午前10時～②午後7時〜
※20日の夜はありません

会

場

開発総合センター

講

師

川島 恵子先生

持

物

水分補給用の飲物、タオル等

音楽に合わせて、からだを動かすトレーニング
です。エアロビだけでなく、ストレッチ要素など
も含まれています。新型コロナウイルス感染拡
大防止のため、自宅にいる時間が増え運動不足
となっている方が多いのではないでしょうか。運
動不足により、肥満だけでなく生活習慣病のリ
スクが高まります。免疫力の低下や心の病気の
原因にもなります。運動するきっかけとして参加
してみませんか。
※感染症等の状況により、予定が変更になる場

合があります。
問い合わせ 住民課 国保年金係 ☎2−1462

「ことばの相談室“ぶばりあ”」 予約制
ことばやきこえに心配があるお子さんにつ
いて、言語聴覚士が相談・助言を行います。事
前に電話でご予約ください。
日 程 10月18日（月）・19日（火）
場 所 大島けんこうセンター
問い合わせ けんこう係 ☎ 2−1482

ベ ビ ー

ク ラ ス

「Baby Class」（予約不要）
対象
日時

生後3〜7ヵ月頃のお子さん
10月26日（火）
午前10時30分〜11時30分
場所 子ども家庭支援センター
（野増地域センター内）
内容 離乳食（初期）家庭の食事についてな
ど※体重計もはかれます。
持ち物 母子手帳・ミルク など
問い合わせ 福祉けんこう課 けんこう係
担当 栄養士 ☎ 2−1482

一般介護予防教室
「介護予防教室」・・・いつまでも、日常生活を元気で過ごしていけるように、元気な時から介
護予防を実践していく教室です。講師の先生に運動のコツを学び、笑顔で楽しく体を動かしません
か。椅子に座って出来る体操もあります。見学でも構いません。お気軽にご参加ください。
※毎日、体温を計測、体調を確認しましょう。こまめに水と石鹸で丁寧な手洗いを心がけましょ
う。
※新型コロナウイルス感染拡大の状況により中止となる場合がありますので、ご了承ください。
ヨーガ・プレーマ教室【講師

竹中

さゆり】

1０月７日（木）
波浮港老人福祉館

午前10時～11時30分

北の山公民館

午後1時30分～3時

1０月１４日（木）・21日（木）
間伏文化会館

午前10時～11時30分

泉津公民館

午後1時30分～3時

リズム体操【講師

川島 恵子】

1０月1３日（水）・2７日（水）
差木地公民館

午後1時30分～3時

1１月1７日（水）・2４日（水）
岡田コミュニティセンター 午後1時30分～3時

体と頭の健康体操【講師

新井 恵子】

10月４日（月）・1８日（月）
11月１日（月）・1５日（月）
開発総合センター

午前10時～11時30分

泉津公民館

午後1時30分～3時

10月11日（月）・25日（月）
11月 ８日（月）・22日（月）
波浮港老人福祉館

午前10時～11時30分

野増公民館

午後1時30分～3時

持ち物 飲み物、タオル、マスクの着用
対象者 65歳以上の方
問い合わせ 住民課 介護保険係 ☎ 2－1462

『みんなで学ぼう！自宅で介護』～大島町家族介護支援事業のお知らせ～
第３回は「栄養満点！かんたんシニア食」です。電子レンジ
や缶詰など、身近なものを使ってかんたんに作れる栄養満点な
レシピを紹介します。現役で活躍している管理栄養士を講師に
招き、実際に作り、食べながら学びましょう。介護食やフレイル予防の食べ方など、
食についての気になることも相談できます。
参加希望の方は『住民課 介護保険係』（☎２－1462）にお電話の上、予約を
お願いします。
日 時 10月21日（木）午前10時～午後１時頃
定 員 10名（要予約・先着順）
場 所 大島町開発総合センター 1階 調理室
持ち物 エプロン・三角巾・マスク
【問い合わせ】住民課 介護保険係 ☎２－1462 / 地域包括支援センター ☎２－0068

◆「無料けんこう相談」※予約制
けんこうについてご心配なことがありましたら、町の保健師・看護師・
栄養士にご相談ください。まずはお電話をください。
◆「栄養離乳食相談」６～７・９～10カ月児健診時 10月13日（水） 大島医療センタ－
問い合わせ 福祉けんこう課 けんこう係 ☎ 2－1482
令和3年10月号 広報おおしま
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【祝・敬老の日】新型コロナウイルス感染拡大防止のため、各地区
敬老会は中止となりましたが、大島老人ホーム入所者を除く町内の
７０歳以上の方２，２０９人（９月１日現在）に、大島町婦人会によ
り、お祝いの品を贈呈しました。大島老人ホームでは、入所者、職員
のみで敬老祝賀会を開催しお祝いしました。
また、米寿を迎えられた７２名、金婚を迎えられたご夫婦５組そして、最高齢者には町か
ら記念品をお贈りしました。

おじいちゃん、おばあちゃん
いつまでもお元気で
長生きしてください！

金婚式（50年）を迎えられた皆さん（順不同・敬称略）
《名前のみ》

飛永

正富・柳子

信彦・ひとみ

ご夫婦（元）

＊平野

充・トシ子

ご夫婦（岡）

＊金城

寛・さち子

ご夫婦（波）

ご夫婦（北）

《大島町長寿ベスト10》
第１位

山田

ヨシ（ホーム）102歳

第２位

三宅

孝（元）

１０１歳

第３位

冬木やす子（ホ）

１００歳

第４位

菅原

島子（ホ）

１００歳

第５位

森口ミユキ（ホ）

１００歳

第６位

植村

秀正（野）

９９歳

第７位

髙田百合若（元）

９９歳

第８位

望月

９９歳

第９位

大久保

第10位

臼井

初江（北）
實（ホ）

９９歳

たね（ホ）

９８歳

※本年度より、島外に居住していることが確認
された方は対象外としています。
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大島町内最高齢
おめでとうございます!!

山田

ヨシさん

☆話題がいっぱいあるまちってみんなイキイキしてる

米寿（88歳）を迎えられた皆さん（順不同・敬称略）
昭和９年４月２日〜昭和10年４月１日生まれ

梅田

鶴雄（元）

下村

嘉子（元）

山内小夜美（元）

内田

敬三（北）

北原

金子

恵哉（岡）

川島

菊男（岡）

白井

登美（岡）

門井

榮子（泉）

酒井ともゑ（泉）

平井ミドリ（泉）

植村

國男（野）

谷口

一子（差）

中村

富長（差）

芳賀

藤田

髙柳

典子（波）

笹口

信行（ホ）

白井

令子（ホ）

杉本きくえ（ホ）

好子（差）

末松（北）

仁子（差）

《名前のみ》

時得

洋子（ホ）

向山クミ子（ホ）

・梅田

亀雄（元）・岡山

隆子（元）・尾朝

光雄（元）

・櫻田

曉子（元）・成瀨タケミ（元）・篠原

美穗（北）

・田代

定行（北）・春木セイ子（北）・菊島

啓子（岡）

・坂上

光子（岡）・白井みはる（岡）・根岸まさ子（岡）

・岩城マツヱ（野）・木中

藤子（野）・野村

岩雄（野）

・木村

テル（ホ）・吉本

衛（ホ）

貞幸（差）・川村

令和3年10月号 広報おおしま
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10月１日は「浄化槽の日」

快適な水環境を次世代に
引継ぐために浄化槽を使用
される方の３つの責任！
浄化槽は、し尿や生活排水を処
理し、放流先である海の水質を保
全するために必要な施設です。し
かし、適正な維持管理を行わなけ
れば十分な機能が発揮されませ
ん。そこで、浄化槽法では、使用者が行うべき
３つの義務を定めています。
①保守点検：専門的な知識や技術を持つ都登
録者が実施する定期的な点検作業
②清掃：市町村の許可を受けた業者が実施す
る浄化槽の清掃作業
③法定検査：知事が指定した機関が実施する
①と②の状況等を客観的に判断する検査
【申込先】 （公財）東京都環境公社
☎０４２－５９５－７９８２
＊浄化槽の廃止や管理者（所有者）の変更は、
３０日以内に東京都への届出が必要です。
【問い合わせ】
東京都環境局資源循環推進部
一般廃棄物対策課（生活排水対策担当）
☎０３－５３８８－３５８３

Z

A

（

プ

ラ

ザ

）

「法の日」無料相談
～ 10月１日は『法の日』～
「法の日」は国民の皆さ
んに法の役割や重要性につ
いて考えていただくきっか
けになるようにと、裁判
所・検察庁及び弁護士会の
協議で提唱され、昭和３５
年に政府によって「国をあげての法の尊重、基
本的人権の擁護、社会秩序の確立の精神を高め
るための日」として定められました。
日 時 10月８日（金） 午前10時～午後3時
場 所 柴山土地家屋調査士事務所（元町吉谷）
相談内容 土地・建物の調査や測量、境界問題
不動産の表示に関する登記など
相談担当 東京土地家屋調査士会七島支部
柴山事務所 ☎ 2－1272
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
日 時 10月8日（金） 午前10時～午後3時
場 所 開発総合センター１階 相談室
相談内容 土地、建物や会社の登記法律相談
民事紛争、成年後見等の法律相談
相談担当 東京司法書士会千代田支部（大島）
植 村 ☎2－5568
小此木 ☎2－0072

元町港第一駐車場からの通路につきまして
日頃より港湾工事にご理解ご協力いただ
きありがとうございます。
このたび、元町港第一駐車場から船客待

元町港船客待合所

合所への通路ができました。
なお、駐車場内は、車にも十分注意して
ご通行いただくよう、よろしくお願いいた
します。

大型バス専用駐車場

歩行者通路を新しく
整備しました

あわせて、港の駐車場は、長期間の駐車
をご遠慮いただいております。
引き続き、皆様のご理解とご協力をよろ
しくお願いいたします。
問い合わせ
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大島支庁港湾課

☎２－4461
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身体障害者
専用駐車場

一般専用駐車場

♠︎

み

ん

な

の

P

L

A

Z

A

（

プ

ラ

ザ

）

♦︎

今年も、島内各所にてオータムフェアを開催します！10月・11月のイベント
は下記の通りです。島民の方もぜひご参加下さい！
オープニングセレモニー
為朝の神事
国際優秀つばき園
はや椿フェスタ
第68回 東京都知事杯
都民の大島磯釣り大会

ジオパーク展

大島陶芸展

10月１日（金）午前11時～
鎮西八郎源為朝の館跡（赤門）
10月初旬～ 椿花ガーデン（水曜休館・木曜休館あり）
問い合わせ 椿花ガーデン ☎２−2543
10月17日（日）午前6時～午後12時30分
問い合わせ 大島観光協会 ☎２−2177
オータムフェア開催中の土・日・祝日 午前９時30分～午後３時
三原山山頂口 特設会場にて
問い合わせ （一社）大島観光協会 ☎２−2177
オータムフェア開催中 伊豆大島の陶芸家による作品展示と即売会
椿花ガーデン 午前９時３０分～午後４時３０分
定休：毎週水・木曜日、10月19日（火）、11月23日（火）
問い合わせ （一社）大島観光協会 ☎２−2177

※令和３年９月１日現在の情報です。イベント内容・開催日・時間等は天候や諸事情により中止や変更がある場合がござ
います。予めご了承ください。

町民合唱団はまゆう

伊豆大島 ジオパー ク 研究会

「泉津海岸遊歩道巡り」
泉津から大島公園にかけての海岸線は溶岩で
できた自然の突堤が多く存在します。現地を歩
きながらこの海食崖を超えて海に到
達した溶岩が作った地形を観察し、
当時の様子を想像してみましょう。
実 施 日 10月10日（日）※雨天中止
集合時刻 午前9時30分【行動約３時間】
集合場所 大島公園第２駐車場
※どなたでも参加できますが、行動は自己責任と
なります。事前の体温測定等体調管理に充分注
意し、マスクの着用等、感染症予防対策をしてく
ださい。
問い合わせ 伊豆大島ジオパーク研究会
白井嘉則 ☎ 2−3259
田附克弘 ☎ 090−4050−9515

♪10月以降も、新型コロナ
ウイルスの感染状況と、ワ
クチン接種の実施状況をみ
ながら、環境が整えば、従
来通り小学校での練習をし
たいと考えています。見学したい方も大歓迎で
すので、ぜひお出でください。優しい先生と愉
快な仲間がお待ちしています。
日

時

毎週木曜日

午後７時～９時

【１０月】７日・1４日・２１日・２８日
【１１月】４日・１１日・１８日・2５日
場

所

曲

目 「花は咲く」、
「群青」、
「いのちの歌」他

つばき小学校 2階 音楽室

問い合わせ

福本洋祐
☎ 090−4017−1569
令和3年10月号 広報おおしま
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2021 大島町陸上競技協会記録会及びジュニア教室開催!!
大島町陸上競技協会では、トラック競技の記録会及び小・中学生を対象としたジュニア教室を開催し
ます。個々の想い出作りに是非ご参加下さい。人と競争するのではなく、自分の状態を知るためにも、
多くの方々のご参加をお待ちしております。※参加無料。競技のできる服装と運動靴でご参加ください。

なお、参加の際はマスクの着用等、感染症予防対策をお願いいたします。
日時・場所 12月5日（日）午前9時～ 大島町陸上競技場にて
競 技 種 目 トラック競技100m、1500ｍほか、ジュニアの部（教室を含む）、
一般の部、レクリエーションの部（親子、職場、仲間ほか）
参 加 資 格 小学校１年生以上 年代分けなし
申 込 締 切 11月26日（金）スポーツ保険加入のため
ただし、スポーツ保険に加入しない方は、当日受付もできます。
※（申込用紙は各出張所に用意してあります。）
申し込み・問い合わせ 大島町陸上競技協会
土井 ☎ 090-8007-8026・柳瀬 ☎ 090-4948-9471・木村 ☎ 090-3345-5216

～都立大島高等学校より～
学校説明会（全日制課程）
農林科体験入学
大島高校の学科紹介と学校生活等及び、入
学者選抜についてご案内致します。本校の様
子を知っていただき、進路選択にお役立てく
ださい。
日時 10月24日（日）
午後1時受付 午後1時30分開始
場所 本校3階 視聴覚室
対象 中学生とその保護者
内容 生活指導、進路指導、入学者選抜、農林
科・家政科について、質疑応答・個別相談
校内見学
問い合わせ 大島高校 ☎２－１４３１
教務主任 金子、担当 赤木

本校農林科にご興味がある中学生を対象に
体験入学を実施いたします。保護者の方も参加
可能ですので、お気軽にご参加ください。
日時 10月24日（日） 午前９時30分～11時
場所 農場棟１階 作物実習室
対象 中学校（学年問わず）及び保護者など
内容 鶏卵・野菜の収穫体験、施設見学、農業
機械の操作体験
問い合わせ
都立大島高等学校 ☎２－１４３１
農林科主任 土屋 ・ 担 当 金子

事前申し込みが必要です。各中学校を通して10月12日（火）までにお申し込みください。
※事前に検温を行い、マスク着用の上、御来校ください。新型コロナウイルス感染症拡大防止の
観点から、校内に昼食をとる場所はありません。また、中止となる可能性がありますので、ご理解
のほど宜しくお願いいたします。

私たちシニア劇団は、芸能祭や各地の老人
会等で公演しています。秋から10分程の短い
作品を稽古していきます。みんなセリフが覚
～新会員募集中～
えられず四苦八苦していますが、演劇活動は
認知症予防に良いらしいです。４０歳以上の
方、初心者歓迎！一度、見学に来てみてください。（マスクの着用等、感染症予防対策をお願いしま
す。）
稽古日時 10月3日(日)・10日(日)・24日(日)・31日(日) 午後４時30分〜７時
場
所 旧北の山小学校 体育館
問い合わせ 表現集団ホワイトモス（主宰）川口国春 ☎︎090-2231-5236

シニア劇団「ホワイトモス」
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〜令和3年8月の概況〜

山頂付近の熱（噴気や地熱）活動は低調で、火山性微動は観測されておらず、火山性地震はやや
少ない状態で経過しており、ただちに噴火が発生する兆候は認められません。８月２６日と２７日
に実施した現地調査では、三原山山頂周辺の噴気温度や三原山山頂火口内及びその周辺の噴気や地
熱域の状況に特段の変化は認められませんでした。
地殻変動の観測では、地下深部へのマグマ供給によると考えられる長期的な島全体の膨張傾向は、
2018年頃からはほぼ停滞しています。約１～３年周期で膨張と収縮を繰り返す地殻変動は、2020
年12月頃から見られていた収縮の傾向が2021年６月以降、膨張に転じています。
これまでの長期的な膨張により地下深部にマグマが供給された状態にあり、火山活動はやや高
まった状態にあると考えられますので、今後の火山活動の推移に注意してください。
伊豆大島の噴火警戒レベルは「１（活火山であることに留意）」です。伊豆大島は活火山である
ため、突発的な火山灰等の噴出に注意してください。
問い合わせ 火山防災連絡事務所 ☎ 2−1166
東京電力パワーグリッド㈱では、電気を安全
にお使いいただくために法令で定められてい
る電気設備の点検（４年に一度の定期点検調査）を実施します。点検調査は「東京電気安全サービ
ス」に委託し、調査員は写真入り調査員証をつけたユニフォームでお伺いします。
また、点検調査の内容により停電のご了承をいただく場合がありますのでご協力をお願いいたし
ます。
なお、当点検調査で費用を請求することは一切ございません。本点検調査についてご不明な点は
下記までお問い合わせください。
【期 間】１０月２０日(水)～１０月２７日（水）
問い合わせ 東京電力（株）ＰＧ カスタマーセンター ☎０１２０－９９５－００７
受付時間 日・祝日、年末年始を除く、午前９時～午後５時

東京電力からのお知らせ

全国地域安全運動

みんなのPLAZA掲載について

１０月１１日（月）～２０日（水）まで、
「令和３年
全国地域安全運動」が実施されます。
メインスローガン

島内での活動で政治・宗教・営利目的以外の
住民の福祉増進にかかわる内容であること。必
要事項（日時、場所、問い合わせ先など）を明記
し、原稿締切日までに入稿してください。
※締切日についてはカレンダーに標記してあ
ります。
枠の大きさについては、原則1/6ページ以
下とし、定期的な毎月の活動は隔月にまとめ
てください。場合によっては編集時に内容を
省略させていただきます。内容の確認を行っ
てもらうため、E-mailまたはFAXでの入稿に
ご協力ください。
問い合わせ 政策推進課 広報広聴係
☎ 2－1444 FAX 2－1371
c010001@town.tokyo-oshima.lg.jp

守ろうよ
わたしの好きな

島だから

＊子どもと女性の犯罪被害防止
＊特殊詐欺の被害防止
を重点に防犯活動を実施します。皆様のご協力を
お願いします。

令和3年10月号 広報おおしま
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町からの情報、募集、参加しませんか？

大島町体育祭体育レクリエーション大会の開催
大島町・大島町教育委員会では、下記のとおり第６５回大島町体育祭体育レクリエーション
大会を開催します。当日は感染症対策のため、例年とは異なり、得点制の廃止、各種団体種目、
レクリエーション種目（婦人会及び老人クラブの踊り、ムカデリレー、玉入れ等）を除き、プ
ログラムを変更し開催します。詳細につきましては後日、新聞折込、または教育委員会、各出
張所にてプログラムを配布いたします。なお、ご来場の際はマスクの着用、密にならないよう
感染症予防対策にご協力をお願いします。
【大会開催日】１０月１０日（日）

予備日１７日（日）
問い合わせ

教育文化課

社会教育係

☎２―１４５３

〈大島町教育相談講演会〉

コロナ禍の今、子ども達の心とからだ

～子ども達のためにできること～

新型コロナウィルスの感染拡大によって、社会や生活様式が大きく変化しました。子ども達の心
とからだ、それを取り巻く社会、大人の心についてのお話をご講演いただきます。
日
時
１０月２０日（水） 午後７時～ 9時（途中、出入り自由）
会
場
大島町開発総合センター２階 大集会室
講
師
東京大学大学院教育学研究科 教授 佐々木 司 氏
対
象
大島町立小・中学校・高等学校教職員、保護者、保育園職員及び保護者、地域の方々
※会場内ではマスクの着用をお願いします。感染防止のため入場制限をさせていただく場合があ
ります。なお、緊急事態宣言が出されている場合、講演会は中止となります。
問い合わせ 大島町教育委員会 ☎︎２－１４５３

大島町体育祭駅伝競走大会

泉津地域センター
がスタートです!

大島町・大島町教育委員会では、第６５回大島町体育祭駅伝競走大会を開催します。
今大会から、駅伝コースが変更となります！ 泉津地域センター前をスタートし、伊豆大島
ゲートボール場前、大島町役場前、野増公民館前、砂の浜前、クダッチ消防団詰所前を中継し、
大島町陸上競技場までの６区間（25.01㎞）となります。
新規参加を希望するチームは、申込期限までに下記問い合わせ先まで、ご連絡お願いします。
※試走する際は、伴走車を付けるなど、交通事故防止にご協力お願いします。（止むをえず夜
間試走の場合は必ず反射ベストを着用してください。）
【大会開催日】１０月３１日（日） ※申込期限 １０月４日（月）
【大会参加資格】
・大島町に住所があり、現に在住している者に限る。
・学校代表、地域・職場・愛好者代表のいずれかでチーム編成（正選手６人・補欠選手２人の
計８人）。
・男女混合チームでも参加可能。
大会要項・申し込みの問い合わせ 教育文化課 社会教育係 ☎２―１４５３
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バーバー・ルーナのお客さま
(全４巻・児童から)
作：岡田貴久子
絵：ふじしま えみこ
発行：偕成社
ちょっと不思議な
こ と が 起 こる 床 屋 さ ん 、バー
バー・ルーナの物語。
「色のふしぎ」と不思議な社会
2020年代の「色覚」原論
著者：川端裕人
発行：筑摩書房

町からの情報、募集、参加しませんか？
運動ができるようになる本
(全5巻・児童から)
監修：水口高志
発行： ポプラ社
体育の授業で行う
鉄棒やとび箱の練習
方法・ポイントを写真で紹介。
入門 日本の太鼓
民俗、伝統そしてニューウェーブ
著者：茂木仁史
発行：平凡社 ( 新書 )

テスカトリポカ
著者：佐藤究
発行：KADOKAWA
第165回直木賞受賞作品。
みる・よむ・あるく
東京の歴史(全10巻)
編者：池亨ほか
発行：吉川弘文館
東京の歴史を、通史と地帯
別で描く。10巻では伊豆諸
島、小笠原諸島を取り上げ
る。

大島町図書館【開館時間】午前9時～午後5時【休館日】月曜・祝日・年末年始【Twitter】＠oshima_toshokan
※館外貸出の利用枠等が１人10冊まで、15日間と変更となりました。詳しくは図書館までお問合わせください。

◇年金受給者の皆様へ◇

『扶養親族等申告書』の提出期限は10月29日（金）です！
老齢や退職を支給事由とする年金は、雑所得として所得税の課税対象となります（障害年
金・遺族年金は課税されません）。各種控除を受けるためには、「扶養親族等申告書」を提出
する必要があります。対象となる受給者の方には、日本年金機構より「令和４年分公的年金等
の受給者の扶養親族等申告書」が送付されていますので、10月29日（金）までに必ず提出し
て下さい。この申告書の提出がない場合は、各種控除が受けられず、提出した場合より源泉徴
収税額が多くなることがありますのでご注意ください。
《扶養親族等申告書が送付される方》※下記の年金額より少ない方は源泉徴収されません。
◆65歳未満 ⇒ 年金額が108万円以上の方
◆65歳以上 ⇒ 年金額が158万円以上の方
問い合わせ 扶養親族等申告書問い合わせダイヤル ☎︎ 0570－081－240
住民課 国保年金係 ☎︎ ２－1462

ごみ焼却（野焼き）について
ごみの焼却（野焼き）は禁止です。
ご家庭、事業者問わず、庭先に置いたドラム缶や囲ったブロッ
ク、掘った穴などで「ごみを焼却」する行為は法律で禁止されています。
（廃棄物の処理及び清掃に関する法律）違反者には１，０００万円以下
の罰金、事業者等法人は３億円以下の罰金となります。社会習慣上やむ
を得ない焼却や軽度な落ち葉たきなどは例外となりますが、煙が家に入る、洗濯物に匂いがつくな
どの近隣トラブルにならないよう十分注意し、責任をもって作業してください。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

蛍光灯・電池の排出方法についてのお願い

蛍光灯・電池は各出張所（元町においては家電販売店）において回収しておりますが、大島町指
定のごみ袋に入っていないケースが見受けられます。出張所等に排出される場合も、大島町指定ご
み袋に入れて排出してください。
問い合わせ 水道環境課 生活環境係 ☎２－１４７８
令和3年10月号 広報おおしま

23

Information
大島公園だより

No.191

町からの情報、募集、参加しませんか？

「秋は公園内をゆっくり散策しませんか？」

厳

しい日差しが和らぎ、過ごしやすい季節となりました。写真
は春生まれのワオキツネザルの子どもたちです。夏には日陰
でじっと耐えていましたが、今は親から離れ、元気に遊んでいます。
動物園ではこの春、園内各所に動物舎や出入口などの方向を示す案
内サインを新設しました。この中央部にはそれぞれ１から11までの 「今年生まれの
子どもたちです」↑
番号がついており、順にめぐると園全体を一周できます。これまで
一度来たことがある方でも、これを目印に歩いてみると、初めての動物や素敵な景色に出会
えるかもしれません。インフォメーションセンターでは番号表示入りのルートマップを配布
しますので、お休みの日はゆっくり公園を散策してみませんか？

講演会「南部で起こった噴火と私たちの暮らし」

1421年
割れ目噴火
島そのものがひとつの活火山である伊豆大島。山頂からだけではな
600周年事業 く山腹や海岸線でも噴火が繰り返し起こり、大迫力の風景や人が暮ら
第2弾
しやすい平坦地など、島が形作られてきました。今年は、差木地のシ
ンボル・岳の平を誕生させた南部の大噴火から600周年の節目の年で
す。この機会に、南部地区の成り立ちや歴史に着目します！
日 時：10月17日（日）午後1時30分〜4時
場 所：差木地公民館
今回の主役は
内 容：①『差木地の大地を作った割れ目噴火 －1421年噴火から600年－』
南部地区！
川邉 禎久 氏（産業技術総合研究所地質調査総合センター 主任研究員）
②『差木地の歴史と暮らし』中田 保 氏（差木地在住）
③『火山噴火の備えを考える』鶴崎 浩人 氏（大島町防災対策室長）
問い合わせ：伊豆大島ジオパーク推進委員会事務局
（観光課ジオパーク推進係 ☎２−1446）
※新型コロナウイルス感染予防対策のうえ実施します。
※本講演会は「ジオパーク講座」の講座を兼ねています。

「伊豆大島御神火ライド」
今年で開催5年目を迎える『伊豆大島御神火ライド』、2019年は台風被害で中止、
2020年はコロナ禍によりオンライン開催となりましたが、３年ぶりに大島町内を走
るリアルなファンライドで開催します。午前８時から午後4時まで、交通規制をかけることなく自転車が
集団で島内道路を走行しますので、自動車の運転時はご注意くださいますようお願いします。
また、本イベントへの島内参加者を募集します！ご興味のある方は、下記募集受付先までご連絡くだ
さい。
【島民参加無料】なお、イベント開催にあたり「新型コロナウイルス感染拡大予防対策」を徹底し
て行い、皆様が安全・安心して楽しめるよう実施します。
競技日程 １１月２１日（日）午前８時～午後4時（予定）
スタート／ゴール 仲の原園地
コース
御神火チャレンジコース 7１㎞
大島ぐるっと一周コース 4７㎞
募集期限 １０月２６日（火）
受付・問い合わせ 観光課 ☎︎２−1446
＊イベントの参加方法につきましては、観光課までお問い合わせください。
詳細は公式HPをご覧ください。（https://www. tour-de-nippon.jp/series/gojinkaride/）
※今後の状況により予告無く大会が中止（変更）となる可能性があります。
＊イベント情報につきましては、9月17日時点での予定となります。
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自転車ロードレース大会の開催と
道路交通規制について
日頃より、観光振興イベントに対する深いご理解ご協力を賜り誠に有難うございます。
大島町では11月6日（土）・7日（日）に自転車のロードレース大会を開催します。大会中は町道の一部
に交通規制をかけて行います。住民の皆様にはご不便をおかけいたしますが大会へのご理解ご協力を
お願いします。
なお、開催については「新型コロナウイルス感染拡大予防対策」を徹底して行い実施します。

「2021全日本マスターズ選手権個人タイム・トライアル・ロード・レース大会」
開 催 日
開催場所
開催時間
参加定員
規制区間

規制時間

11月6日（土）
御神火温泉～野田浜駐車場
午後１時～４時
１４０名
サンセットパームライン
元町側入口～野田浜駐車場
※右図参照
１２時３０分～午後４時（予定）
※規制解除については防災無線にて
周知します。

周回
野田浜駐車場

スタート・ゴール
御神火温泉

「2021東京都三原山ヒルクライム大会」
開 催 日
開催場所
開催時間
参加定員
規制区間
規制時間

11月7日（日）
生涯学習センター・郷前～三原山山頂
午前８時４５分～正午
１８０名
生涯学習センター・郷～三原山頂
※右図参照
午前８時１５分～正午（予定）
※規制解除については防災無線にて
周知します。

※イベント情報につきましては9月17日時点で
の予定となります。また、今後の状況により予
告無く大会が中止（変更）となる可能性があり
ます。

スタート
生涯学習センター・郷

ゴール
三原山頂

令和3年10月号 広報おおしま
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企画① 「めざせ、伊豆大島ジオパークマスター！」ジオパーク講座
10月から来年3月にかけて、ジオパークの視点を踏まえて、火山・自然・生き
物・歴史・文化・産業等、大島の様々な魅力とそれらの関わり合いが学べる「ジオ
パーク講座」を開催します！全21講座のうち、必須8講座を含む17講座以上の受講
で「ジオパークマスター」認定が受けられます！（期間限定公開の動画配信での受
講もできます）詳しくは大島町ホームページ、観光課、各出張所で掲示・配布する
開催要項をご覧ください。
回

日

1

10月17日(日)

2

10月17日(日)

3

10月21日(木)

4

10月28日(木)

5

11月1日(月)

時

会場
午後
1時30分
～
４時

①

内

容・講

申込不要！
誰でも参加可能
です♪

師

『差木地の大地を作った割れ目噴火 －1421年噴火から600年－』
講師：産業技術総合研究所地質調査総合センター 川邉 禎久 氏
『地域の歴史と暮らし①：差木地』
講師：中田 保 氏（差木地在住）
※「1421年南部割れ目噴火600周年事業」講演会を兼ねています
『伊豆大島火山と伊豆弧の火山』
講師：産業技術総合研究所地質調査総合センター 川邉 禎久 氏

午後
6時30分
～
8時30分

②

『ジオパークのいいところ－ジオパークを楽しむ100の方法』
講師：土佐清水ジオパーク推進協議会事務局 作田 愛佳 氏
『国立公園としての伊豆大島』
講師：環境省伊豆諸島管理官事務所 国立公園管理官 靍田 奈津希 氏
『伊豆大島の植物』
講師：筑波大学大学院 生命環境系 教授 上條 隆志 氏

●会場①：差木地公民館 ／ 会場②：開発総合センター2階大集会室
●第2、3、4回はジオパークマスター認定の必須講座です。
●第6回以降の講座は「広報おおしま」で毎月ご案内します。
※新型コロナウイルス感染状況によっては、日時を変更する場合があります。

企画② 「めざせ、伊豆大島ジオパークガイド！」ジオガイド養成講座
私たちが暮らす大地と、それに由来して育まれた自然や人々の営みとの関わりに
ついて、自らの言葉で、楽しく、わかりやすく、魅力的に伝えることができる「ジ
オガイド」認定をめざす、養成講座の受講生を募集します！ 募集要項、認定条
件、養成講座スケジュール、申込方法などの詳しくは、大島町ホームページ、観光
課、各出張所で掲示・配布する各文書をご確認ください。

伊豆大島の
魅力をみんなに
伝えたい！

応募資格：
①伊豆大島ジオパークの取り組みと連携しながら、ガイド活動やジオパークに
係わる活動を主体的に実践していただける方
②ジオパーク講座とジオガイド養成講座（座学3講座、フィールド2講座）の受講、および認定試験
の受験が可能な方（「講座スケジュール」参照）
③インターネット環境があり、パソコンによる情報の送受信が可能な方
受講定員：12名（応募多数の場合は、申込書の記入内容によって選考させていただきます）
申込方法：「受講申込書」に必要事項を記入し、メールにてお申し込みください。
申込締切：10月25日(月)
問い合わせ・申し込み：伊豆大島ジオパーク推進委員会事務局
（観光課ジオパーク推進係 E-mail：c010601@town.tokyo-oshima.lg.jp／
☎２−1446）
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ジオクッキング教室開催！

栄養士会協力のもと、ジオクッキング教室を開催します！
今回は、「五目ご飯」「あら汁」「里芋の煮物」を作ります！
※新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、料理は持ち帰りとなります。
開催日時 10月30日（土）午前10時～12時30分頃
開催場所 開発総合センター１階 調理室
対 象 者 大島在住の方（小学生は保護者同伴）
持 ち 物 マスク、エプロン、三角巾、タオル、材料費（1人500円）、
あら汁を入れるタッパー
申し込み 10月15日（金）まで 定員16名（先着順）
問い合わせ・申込先 伊豆大島ジオパーク推進委員会事務局（町役場 観光課）☎２−1446

ちょこっと

伊豆大島ジオパーク コラム No.5
台風の増える季節がやってきます

大島の自然や文化、
身近な魅力に
迫ります。
ザブン

気象庁と都道府県より「土砂災害警戒警報」が度々発表された 7 月・8 月、不安に感じ、早く通
り過ぎることを願った方も多いのではないでしょうか。近年、私たちがこれまで経験したことのな
いような台風や豪雨が、大島を含む全国各地で起こっています。
おおかなさわほんせんたいせきこう
今回は元町中心部にほど近い砂防施設、「大金沢本川堆積工」についてちょこっと解説！溶岩流・
土石流対策として整備されたこの施設は、平成 19 年に完成。土石流発生時には上流の透過型スリッ
さぼうえんてい
トダム（図 1）が流木や大きな岩を食い止め、下流の砂防堰堤（図 2）は小さな石や細かい土砂（火
山灰）をキャッチします。平成 25 年の土砂災害以降は、導流提・流路工等のさらなる整備が進めら
れてきました。砂防施設を調べて驚いたのは数の多さと、島内各地に設置されていたことです（図
3）
。それはつまり、多くの場所で土砂災害の可能性があるということ。実際、砂防施設から周辺を
見渡すと、谷地形や急斜面が目に飛び込んできます。ここに、大量の雨が降り注ぐことを想像すると、
災害対策の必要性を改めて感じます。
台風の多いこれからの季節、砂防施設はいざという時のお守りであり、災害注意の目安の 1 つ !
私自身、雨が過ぎるのを祈るだけでなく、砂防施設をはじめとする災害対策を通じて大島をもっと
深く理解し、いざという時に備えていきたいと思います。
【伊豆大島ジオパーク推進委員会事務局】
図1 上流の透過型スリットダム
さぼうえんてい

図2 下流の砂防堰堤

場所も確認
しておこう！

図 3 大島支庁管内
の河川
（砂防・急傾斜地・地すべり）

ヒラリ

※東京都大島支庁 HP より

大きいなあ
ドカン

令和3年10月号 広報おおしま
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令和３年 ８ 月の来 島者数

お誕生おめでとう

（単位：人）

8／6〜9／5に届出のあった人（敬称略）
赤ちゃん

沖山
髙橋
中川
宮澤
髙木

たいじゅ

大珠くん
あん

杏ちゃん
れんか

怜奏ちゃん
なぎり

凪利くん
よしと

義翔くん

父・母

月／日

住

所

孝幸・朱理

8／ 2 （元

町）

太一・恵都

8／ 4 （元

町）

卓・友希乃

8／10（元

町）

俊介・結香

8／16（元

町）

義一・真奈

8／18（元

町）

10月1日～ 7日までの7日間

公証週間

未来への約束を公正証書が守ります

東京公証人会では、特設電話を設置して無
料電話相談を実施し、期間中は土曜と日曜も
対応します！
詳しくは、お近くの公証役場、又は東京公証
人会までお問い合わせください。
受付時間 午前9時30分～午後4時30分
※正午～午後１時を除く
特設電話番号 ☎03－3502－8239
問い合わせ 東京公証人会 ☎03-3502-8050

令和3年度防災行政無線などを用いた
情報伝達訓練について
全国瞬時警報システム（Ｊアラート）を用い
た情報伝達訓練を実施します。
実施日：10月6日（水）
時 間：午前１１時頃
※全国瞬時警報システム（Jアラート）とは地
震・津波や武力攻撃などの緊急情報を、国か
ら人工衛星などを通じて瞬時にお伝えするシ
ステムです。
※状況によっては、訓練を中止にすることがあ
ります。
問い合わせ 防災対策室 ☎２―００３５

9月6日までの測定結果
大

気（島内7か所）
0.01～0.04μSv／ｈ
すべて安全基準値未満
水道水（浄水場3か所）
すべて検出限界値未満
※詳細はホームページに掲載
問い合わせ 防災対策室 防災係

28

広報おおしま 令和3年10月号

☎ 2−0035

３年

２年

東 海 汽 船

14,244

14,385

99％

新中央航空

562

671

83.8％

14,806

15,056

98.3％

合

計

前年対比

建設課 公式 Twitter 運用開始!
町役場建設課では、７月１日からTwitterの
運用を開始しました！都市公園・町道・町営住
宅等の情報を発信していきます 。
（アカウント名）大島町役場建設課【公式】
（URL）
https://twitter.com/oshima_kensetsu

令和3年度

【第二次 児童巡回相談について】
18歳未満のお子様の成長に伴って生じる様々
な問題（心身の発達・非行・しつけ・性格・虐
待等）や愛の手帳の交付申請についての相談・
助言を行います。
日
程 11月24日（水） 午後1時～5時
11月25日（木） 午前9時～午後5時
11月26日（金） 午前9時～正午
場
所 大島町生涯学習センター・郷２階
実施機関 東京都児童相談センター
申込期日 10月27日（水）
予約・問い合わせ
大島町子ども家庭支援センター ☎ 2－2398

おくやみ
申しあげます
8／6〜9／5に届出のあった人

太田クラ子さま

（91・泉

津）

7/31

川島

シンさま

（97・ホーム）

8/14

小泉

隆男さま

（73・元

町）

8/15

鈴木ミサヱさま

（81・泉

津）

8/22

増木

晴郷さま

（85・野

増）

8/29

柳瀬

治男さま

（87・元

町）

8/30

高橋

辰夫さま

（68・差木地）

8/30

釜口

久子さま

（100・野 増）

9/ 1

友引の日の火葬業務は休業となります

☎ 2−1444

☎ 2−1449

政策推進課

議会事務局

18

駅伝競走大会

31

(11月)

2

可燃 元3.4 岡 泉 波
ペット 元1.2 北 野
発泡 差

海 … 大島海洋国際高校（2時〜4時）
大 … 大島高校（1時30分〜3時30分）

ごみ
収集

文化の日

ゴミ収集
しません

3

可燃 波 ク 間
可燃 元3.4 岡 泉 差
ペット 差 波
ペット ク 間
発泡 元1.2 元3.4 岡 泉 北 野 発泡 波
金属 元1.2 北 野

国内における新型コロ
ナウイルス感染症の状況
により、島 内 イベント 等
の実施を変更する場合が
あります。
カレンダー内において
開催を予定しているもの
につきましても、中止する
場合がありますのでご了
承願います。

カレンダー内の
イベント情報に
ついて

金属 波 ク
金属 元3.4 岡 泉

5

可燃 元1.2 北 野 ク 間
可燃 元3.4 岡 泉 差
缶 ク間

地域防災連絡会（岡田） 地域防災連絡会（泉津）
広報原稿締切日

4

30

金属 差 間

可燃 元1.2 北 野 ク 間

23

☎ 2−1487

☎ 2−1478

土 Saturday

建設課

水道環境課

地域防災連絡会
ジオクッキング教室
（差木地・クダッチ）
水道料金納付期限

元3.4 岡 泉 差
ク間
波
元1.2 北 野

29

可燃
ペット
発泡
金属

22

金 Friday

☎ 2−0119

☎ 2−1465

☎ 2−1452

缶＝飲料缶、ビン＝ビン・ガラス・瀬戸物、金属＝金属類、ペット＝ペットボトル、発泡＝発泡スチロール

元1.2
岡
泉
元3.4
元1.2−元町1.2丁目、元3.4−元町3.4丁目、北−元町字仲野馬の背以北および北の山、岡−岡田、泉−泉津、野−野増、
北
野
差
ク
波
間
間−間伏、差−差木地、ク−クダッチ、波−波浮港、沖の根

可燃 元1.2 北 野 差
ペット 元3.4 岡 泉
発泡 ク 間

地域防災連絡会（波浮） 地域防災連絡会
町都民税第3期・
（北の山）
国民健康保険税第5期
納付期限

1

可燃 ク 間
缶 波
ビン 元3.4 岡 泉

可燃 元1.2 北 野 差
缶 元3.4 岡 泉
ビン 差 間

可燃 元3.4 岡 泉 波
缶 元1.2 北 野
ビン ク

可燃 波
缶 差
ビン 元1.2 北 野 波

地域防災連絡会（元町） 地域防災連絡会
行政相談
（野増・間伏）
栄養離乳食相談

28

可燃 波
ペット 差
発泡 元3.4 岡 泉

27

可燃 ク 間
ペット 波
発泡 元1.2 北 野

みんなで学ぼう！
自宅で介護

21

木 Thursday

消防本部

Baby Class

26

可燃 元1.2 北 野 差
ペット 元3.4 岡 泉
発泡 ク 間

法律相談
（東京三弁護士会）
教育相談講演会
元気アップ教室

20

水 Wednesday

https://twitter.com/oshimatown

税務課

会計室

農業委員会

25

図書館開放日

大島高校学校説明会
大島高校農林科
体験入学

24

可燃 元3.4 岡 泉 波
ペット 元1.2 北 野
発泡 差

19

c010001@town.tokyo-oshima.lg.jp
防災おおしま（放送）を携帯電話やパソコンで確認
できます。

火 Tuesday

☎ 2−1453

☎ 2−1445

「統計の日」

月 Monday

教育文化課

産業課

東京都知事杯
ことばの相談室
大島磯釣り大会
（〜19日）
「南部で起こった噴火
と私たちの暮らし」
講演会

17

日 Sunday

☎ 2−0035

防災対策室

20

9

︽町をきれいに︾ごみは正しく分別して朝8時までに出しましょう︒ ＊このカレンダーは 月 日現在のものです︒

ナイスショットおおしま
「ナイスショット・おおしま」のコーナーでは、裏方で頑張っている人やその時に輝いている人、その他何気な
い大島の風景などを掲載しています。
みなさんもぜひ色々なナイスショットを探してください。投稿お待ちしております。

春季野球大会

ミス大島

初優勝！！

ファイターズ

創部40年目！

岳の平 噴火６００周年記念
♪大島南部火山跡めぐり♪

野村智弓さん

アンバサダーとは？

商品を応援し積極的に宣伝してくれる方です。前ミス大島の
今後のPR活動に期待してます。

ベスト

今月のスマイリスト

シェイブアイス
美味しそう
「ナイスショットおおしま」のコーナーは住民のみなさんからの
写真も募集しています。広報に掲載してみませんか？
・画像はEメールまたはデータでの持ち込み。
（匿名不可）
・掲載された写真の肖像権は大島町のものとなります。
・人物を掲載する際は、投稿者が掲載の確認をしてくること。
※スペース等により掲載できない場合もあります。
問い合わせ 大島町役場 政策推進課
E-mail

30

広報おおしま

☎2－1444

c010001@town.tokyo-oshima.lg.jp

編集発行／大島町役場政策推進課

〒100−0101 東京都大島町元町1-1-14 ☎ 04992−2−1444

