


アルバイトを募集します
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離島に住む高校生は、島を離れて進学せざるを得ない状

況にあり、居住費等の保護者の負担が重いことから、修

学に要する経費の一部を補助する制度です。

対　象　者：次に該当する利島村に住所を有する保護者

（村税等を滞納していない者）

①利島村に住所を有するが、通学のために

実際に島外に居住する生徒

②通学のために利島村から島外に転居した

生徒

補 助 金 額：１ヵ月３万円　年間36万円を上限

交付回数は、年２回（10月、３月）

対 象 経 費：居住費（家賃、下宿費）

対 象 期 間：高等学校等在学中の3年間を上限

受 付 期 間：平成25年9月2日（月）までに教育委員会

まで必要書類等をご持参の上、お越しくだ

さい。

必要書類等：①在学証明書

　　　　　②寮、下宿、借家等住居等に係る契約書、

またはこれに類するもの

　　　　　③振込先口座がわかるもの

　　　　　④印鑑

※補助金の申請は毎年していただきます。

平成25年度
　利島村離島高校生

　　　　　修学支援費補助金

環境課から お知らせ産業・ の

夏休みプール監視員
勤務期間：平成25年７月20日〜８月31日

勤務時間：９：30〜12：00（２.５時間）　

13：00〜16：30（３．５時間）

勤務内容：プールの監視、プール及び周辺の

清掃等

応募資格：50メートル以上泳げる方

16歳以上の健康な方

時　　給：1,150円

員会から お知らせ教育委 の

７月28日（日）〜７月31日（水）の３泊４日で、

東京都檜原村の子どもたちが来島します。

利島の子どもたちと、利島の海や山でさまざまな体験活

動を行なう予定です。

保護者の皆様をはじめ、村民の皆様のご協力をよろしく

お願いします。

子ども体験塾　利島サマースクール（仮称）

有酸素運動と、おなかの引き締め効果があるカヤックを

やってみませんか？

カヤックは幅広で転覆することのない、２人乗りのシッ

トオントップカヤックを使用します。

泊地スロープで機材等の説明とパドリングレッスンを行

なってから海に出ます。

日　時：６月２日（日）、９日（日）、16日（日）
　　　13：30〜
場　所：利島港泊地
対　象：小学生以上（小学生は保護者の参加が条件とな

ります。）大人の方の参加もお待ちしています。

服装等：濡れてもいい服装、帽子

※ライフジャケットは用意してあります。

天候不良により中止となる場合は、村内放送にてお

知らせします。皆様のご参加をお待ちしています。

シーカヤック体験教室

勤労福祉会館
勤務期間：平成25年６月１日〜９月30日

（契約期間満了後の更新制度あり）

勤 務 日：１週間のうち、１日〜４日程度

勤務時間　：13：00〜17：00までの４時間（または13：30〜16：30）

午前勤務の９：00〜13：00を希望される方は、勤労福祉

会館までご相談ください。

勤務内容：勤労福祉会館事務作業、電話応対、来館者の対応（図書等

の貸し出し、ボーリング等機械操作）

時　　給：1,150円

※土日祝祭日　勤務できる方歓迎。平日のみ勤務の場合も相談ください。

応募及び問い合わせ　勤労福祉会館（☎９−００４６）

おとなのための英会話教室
ネイティブスピーカーによる、おとなのための英会話教

室です。皆様のご参加をお待ちしています。

日　時：６月５日（水）　19：30〜
場　所：学校図書室

キッズ英会話教室
日　時：６月８日（土）　10：00～ 11：00
場　所：学校多目的室または校庭
対　象：就学前の幼児、保護者（必ず保護者の方が一緒

にご参加ください。）
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住民課よりお知らせ
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引き続き児童手当を受ける場合には、現況届の提出が必要で

す。受給者の方には、村役場より現況届を郵送しますので、

６月30日までに、村役場住民課までご提出ください。
※提出がない場合には、６月分以降の手当てが受けられなく

なりますので、ご注意ください。

詳しくは、住民課まで（☎９−００１１／担当：出口）

児童手当受給者の方へ

日時：６月16日（日）　受付：9：00〜 11：00
　　　　　　　　　　　　13：00〜 17：00　

６月 17日（月）　受付：9：00〜 11：00
場所：地域交流会館　

保健師と栄養士が、健診結果の説明と健康相談を行ない

ます。

※健診結果をご持参の上、お越しくださいますようお願

いいたします。

住民健診結果説明会のお知らせ

日にち：平成25年　6月 24日（月）～ 25日（火）
7月 18日（木）～ 19日（金）

11月 18日（月）～ 19日（火）
平成26年　2月 14日（金）～ 15日（土）

平成25年度は、上記の日程で臨床心理士の先生が来島します。

個別相談をしておりますので、お子さんの子育てのこと、ご

家族やご自身のことなど、お気軽にご相談ください。

［予約制…お申し込みは住民課へ］

平成25年度　臨床心理士来島予定のお知らせ

非常勤保健師の毎月の来島は、7月の来島をもって終了と

なりました。

今後は随時、事業を一緒にお手伝いしていただきます。

来島日程が決まりましたら、広報などでお知らせいたしま

す。

非常勤保健師来島の予定変更について

〈風しんワクチンの接種があいまいな場合、ワクチンを受けてください〉

妊娠する可能性がある人や20～ 40歳代の男性でパートナーが妊娠している方は、接
種をご検討ください。過去に風しんにかかったり、ワクチンを受けたりしていても問
題はありません。追加で接種しても風しんから身を守る力が強くなるだけで、それに
よる副反応はありません。

※生ワクチンですので、女性の場合は接種後２ヵ月間、妊娠を避ける必要があります。
また、妊婦さんはワクチンを受けることができませんので、妊婦さんの感染を防ぐ
ために、周囲の人はぜひ感染予防に配慮してください。

大人の麻しん・風しんワクチン接種費用
全額助成を実施します

昨年夏ごろから、20〜40歳代の男性を中心に風しんが流行しています。今年に入り

風しん患者の報告数が増え、妊娠中の女性への感染は特に注意が必要な状況です。風

しんは、免疫のない女性が妊娠中（特に妊娠初期）に感染すると、胎児が先天性風し

ん症候群といわれる障害（白内障・心臓病・難聴）を招く危険性が高くあります。こ

のため、平成25年6月1日より、先天性風しん症候群の発生防止を目的とした、風

しんの予防接種費用の全額助成を開始します。

　　　　利島村に住民票のある19歳以上の方で、以下のＡ及びＢに該当する方

（原則として風しんにこれまでかかったことがなく、かつ、風しんの予防接種を受けたことがない方）

　Ａ：妊娠を予定、または希望している女性

　Ｂ：妊娠している女性の夫または胎児の父親

接種ワクチン名：麻しん・風しん混合（ＭＲ）ワクチン

申　込　方　法：役場住民課にお電話いただくか、村役場までお越しください。

申　込　期　間：平成25年６月1日〜平成26年３月31日まで

　　　　　　　※Ｂについては平成25年9月末日までが助成対象となります。

接　種　場　所：利島村国民健康保険診療所

［お問い合わせ］住民課（☎９−００１１／担当：権瓶）

対 象 者
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あぜりあ
新島行き

あぜりあ
新島行き

あぜりあ
新島行き

あぜりあ
新島行き

あぜりあ
新島行き 可燃

歯科診療・検診
予約受付開始
8:15～ 診療所

あぜりあ
新島行き

専門診療
耳鼻咽喉科
13:00 ～ 

住民健診結果
説明会
17日まで　地域交流会館

可燃 不燃
資源 可燃

可燃 不燃
資源 可燃

可燃 不燃
資源 可燃 可燃

可燃 不燃
資源 可燃

可燃

可燃

今月のカレンダー

リハビリ教室
9:00～高齢者在宅サービスセンター

粗大ごみ回収日
14日までに、産環課
まで回収依頼必要

定期予防接種
診療所午後休診

不燃
資源可燃

可燃ごみ 不燃ごみ
資源ごみ

リハビリ教室
13:00～高齢者在宅サービスセンター

乳幼児健診
15:00 ～ 地域交流会館
歯科診療・検診
17 ～ 21 日

定期予防接種
診療所午後休診

次号は７月初旬に発行の予定です。 URL : http://www.toshimamura.org

デイケア
10:00 ～ 地域交流会館

大型客船
かめりあ丸

あぜりあ丸
下田直行便

高速船
ジェットフォイル

あぜりあ
新島行き

あぜりあ丸
3島経由下田便
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有害ごみ回収日
（電池・蛍光管）

イブニングケア
17:00 ～ 地域交流会館

浄化槽使用料
（第１期分）納期

皆様の声
募集

村役場では、村民の皆様の声をお待ちしております。
ご意見・ご感想・ご要望など、お寄せください。




