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　お日様ギラギラ、海はキラキラ、まぶしい季節がやってきました。暑いですが、冷房温度を調整し
つつ、冷たいものも適度に楽しみつつ、体の声を聴いて元気に夏を乗り切りましょう。いかあ屋もクー
ルスポットとしてどうぞご利用くださいね。

【お問い合わせ先】
　西ノ島町コミュニティ図書館　　〒 684-0211 島根県隠岐郡西ノ島町浦郷 67-8
　TEL：08514-2-2422　FAX：08514-2-2423　MAIL：ikaya@nishinoshimalib.jp

【お問い合わせ先】
株式会社エスマイル 島根事業部

TEL：0853-20-7033
https://www.ssmile.co.jp

勤務地：スイング島前薬局
〒 684-0303 西ノ島町美田 2068-2

医療事務スタッフ
募集中

◆ 資格・経験不問 ◆
　まずはお気軽に

ご相談ください！

■募集職種：レインボージェット整備員
■求 人 数：若干名（男女不問）
■採用条件：
　・年齢：４５歳まで（整備知識者優遇）
　・資格：高卒資格以上
■雇用体系：常用
　　　　　　西ノ島町　別府整備工場
■労働条件：当社就業規則による。
■給与待遇：昇給及び賞与は当社規定に
　　　　　　よる。
■加入保険：社会保険・労働保険適用
■選考方法：書類選考、面接による。
■提出書類：履歴書（写真貼付）
■選考日及び採用日：適宜

《正職員》急募

お申込み及びお問い合わせ先
隠岐汽船テクノ株式会社

隠岐汽船㈱（本社）総務課
TEL 08512-2-1122

西ノ島の情報を

今すぐチェック！

西ノ島町ホームページ
各種お知らせ／広報誌バックナンバー

西ノ島情報アプリ
各種お知らせ／防災情報／交通情報等

マチイロアプリ
広報誌バックナンバー

西ノ島チャンネル
テレビの11chでご覧いただけます

「ありがとうがしりたくて」
　「ありがとう」を知りたい天使の女の子が
いました。
　地上に降りて一生を過ごした女の子が、生
きていること、命が受け継がれていくこと、
たくさんの喜びや悲しみの中から「ありがと
う」を学びます。
　天使の女の子が最後に見つけた答えとは？
　「ありがとう」という言葉、想いの大切さ
を気づかせてくれる絵本です。
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☆ いかあ屋からおすすめの本 ☆募集中

いかあ屋フェスの
企画運営を一緒にしませんか？

　いかあ屋では、10 月 22 日（土）に「いかあ屋フェス」
の開催を予定しており、「みんなで作るいかあ屋フェス」
として、5 月から話し合いの場を設けています。これま
で、アイディアを出し合い、すすめかたなど話し合って
きました。メインは 22 日ですが、できれば一日限りで
なく、いかあ屋フェス週間、いかあ屋フェス月間と、楽
しいことができればいいね、という話もしています。
　いかあ屋はみんなの家です。皆様の楽しく過ごす場所、
お役に立つ場所としてぜひ有効にご活用いただければ、
と思います。HP や FB でもご案内していますが、個々
のイベント企画や出店をしてくださるかた、企画運営を
一緒にしてくださるかたを募集しています。出店関係の
運営、テラス利用の運営、館内でのイベント運営、芝生
利用のイベント運営、などなど引き受けてくださるとあ
りがたいです。いっしょにいかあ屋フェスを作っていき
ましょう。企画＆出店、こんな部門ならできる！という
ご連絡、お待ちしております。
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　　   回りの修理
ご相談ください！

　　   回りの修理
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水
上下水道設備工事、
水回りのトラブルなど、
お気軽のお電話ください。
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こちらは送迎以外の目的での利用は
しないようお願いします。しないようお願いします。

■お問い合わせ先　　西ノ島町観光協会　０８５１４-７-８８８８

　別府港隠岐汽船乗り場前の駐車場は「送迎専用駐車場」になっ
ていますので、それ以外の目的でご利用される方は近隣の駐車
場もしくは、公共交通機関をご利用くださいますようご協力を
お願いします。
　なお、利用時間につきましては「９時～17時30分」となっ
ていますので、併せてご協力をお願いします。

お願い
別府港隠岐汽船
送迎専用駐車場のご利用について

利用時間　9:00 ～ 17:30

日程：令和４年９月３日（土）
場所：別府港ターミナル駐車場
内容：後醍醐天皇まち歩きツアー・各種出店・後

醍醐天皇サミット・ゆかりの地神楽交流公
演（江府町）・国賀ドント節踊り・抽選会・
打ち上げ花火など

※前日（９月２日）から別府港ターミナル駐車場はご
使用出来ませんので、ご了承ください。
※当日は碧風館と西ノ島ふるさと館は入館無料となり
ますので、ぜひご来館ください。
※出店者を募集しております。
　申込期限：令和４年８月１０日（水）まで

詳しくは、西ノ島町観光協会（７- ８８８８）まで
お問い合わせください。

４年ぶりに帝祭を開催致します！

▲ 暑い中みなさんのお陰でとてもきれいになりました

▲ 清掃作業の様子

西ノ島小中学校の児童生徒のみなさんが
外浜海水浴場を清掃してくださいました！

西ノ島町の広報誌に広告を

掲載してみませんか？

●お店の紹介

●イベント広告

●メンバー募集

●ひと月だけでもＯＫ

興味のある方は西ノ島町役場
企画財政課 6-0105 まで
お問い合わせください。

※掲載スペースには限りがありますので、
　申込多数の場合は先着順とさせて頂きます。
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