石垣島から各離島へのアクセス
Access from Ishigakijima to each outlying islands
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【島でのお願い（心得）】
●島内には多くの御嶽【うたき】
（拝所）
があります。
神聖な場
所ですので、
許可なく立ち入らないようにしましょう。
●地域の行事やまつりに参加する時は地域のルール
に従いましょう。中には集落外の人は見学できない
秘祭もありますのでご理解下さい。
●自然を守る為、動植物を持ちだしたり、持ち込んだり
しないようにしましょう。
また林道や登山道、砂浜への車両進入も行わないよ
うにしましょう。
●ビーチ以外の場所で、水着姿で歩かないようにしま
しょう。
●ゴミは持ち帰りましょう。

【レジャーを安全に楽しむために】
●万一の事故に備えて、一人で海や川で泳いだり、山
の中に入ったりする事は避けましょう。
●体調不良や睡眠不足は事故のもと、飲酒時は絶対に
海に入らないようにしましょう。
●シュノーケリングは基本を取得してから始めましょう。

【General Requests】

●There are many Utaki (sanctuaries) on the
island. As these are sacred places, please do
not enter them without permission.
●Please follow local rules when participating in
local events and festivals. Please also understand
that there are secret festivals in which people
from outside the village cannot participate.
●In order to protect the nature, please do not take or
bring animals or plants. Also, please do not drive on
forest roads, mountain paths, or sandy beaches.
●Please do not walk in swimsuits in areas other than the beach.
●Make sure take your garbage with you and
leave no traces behind.

【When playing on the beach or playing in the woods】
●Do not swim by yourself. Instead, make sure
to dive with a buddy.
●Please do not go into the woods by yourself, as there is
a possibility that no one will know if you have an accident.
●Do not swim if you are drunk or feeling unwell.
●It is dangerous to rely on being self-taught. Make sure to
learn the proper way from an expert before snorkeling.

【台風や気象について】
●八重山は台風の通り道です、台風接近前後は晴れて
いる場合でも波風が強くなっています。海岸への接
近は控え台風情報を確認ください。
お天気ダイヤル 0980-83-0772
石垣島地方気象台（台風情報）
http://www.jma.go.jp/jp/typh/
●八重山の陽射しは非常に強いです。必ず薄手の長袖
シャツ、帽子、サングラスの着用や日焼け止めクリー
ムをご用意ください。

【緊急時連絡先】
●110番（警察）
●119番（救急・消防）
●118番（海難事故）
●八重山病院 ℡0980-87-5557
●徳洲会病院 ℡0980-88-0123

【About typhoons and weather 】

●Yaeyama is a path of typhoons, and winds are
stronger even when it is sunny before and
after typhoon's approach. Please do not go
to the coast and please check the typhoon
information.
Weather Dial 0980-83-0772
Japan Meteorological Agency (Typhoon
Information) http://www.jma.go.jp/jp/typh/
●Yaeyama's sunlight is very strong. Be sure to
wear long-sleeved shirts, hats and sunglasses
and use sunscreen creams.

【Emergency contacts】
●110 (Local police)
●119 (Ambulance / ﬁre truck)
●118 (Maritime accidents)
Emergency Hospital
●Yaeyama Hospital ℡ 0980-87-5557
●Tokushu-kai Hospital ℡ 0980-88-0123

