（外国人含む）
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３月 日から 日︑高野律雄府中市長が
バードアイランドフェスティバル
三宅島を訪問し︑火山体験遊歩道などの災
害跡地や伊
野鳥観察 など各種イベント開催
豆岬などを
視察しまし
鳥たちのさえずり溢れる 会﹂などのほか︑６月は世
た︒
春から初夏はバードウオッ 界的な野鳥画家を講師に鳥
新中央航 チングのベストシーズンで 絵 塾 の イ ベ ン ト も あ り ま
空㈱の就航 す︒アカコッコ館では６月 す︒また︑毎週土曜日は午
により多摩
日㈯まで﹁三宅島バード 前５時に開館し︑早朝の野
地域へのア アイランドフェスティバル 鳥観察をサポートします︒
イベントの詳細は﹁アカ
クセスも便 ２０１５﹂として各種イベ
コッコからの手紙﹂で検索
利になった ントが開催されます︒
ことから︑
１ 時 間 程 で 参 加 で き る のうえアカコッコ館ホーム
今後も交流 ﹁おきがるバードウオッチ ページをご確認ください︒
問い合わせはアカコッコ
を通した連 ン グ ﹂ や 伊 豆 岬 周 辺 で の
携を行って ﹁ウチヤマセンニュウ観察 館☎⑥０４１０︒
いくことについて︑櫻田村長と意見交換し
ました︒
シンビオシスを ﹁海﹂﹁島﹂﹁人﹂を中心の
球形で象徴し︑人が自然環
移 設 し ま し た 境と共生して復興・発展す
三宅島漁業協同組合直営 工品などの販売コーナーが
の ﹁ い き い き お 魚 セ ン タ 時計回りに並び︑動線を意
旧阿古船客待合所の解体 る姿が表現されています︒
ー﹂の改装が終了し︑４月 識した造りとなっています︒ 撤去にともない︑隣接して
今後は調理室を利用し︑ いた﹁シンビオシス﹂︵三
日から営業が再開されま
自家製干物や魚のフライな 宅 島 観 光 復 興 モ ニ ュ メ ン
した︒
外観はブルーを基調とし ども販売されますので︑皆 ト︶を︑ここぽーとのそば
に移設しました︒
三 宅 島
このモニュメントは平成
漁協直営
年度の三宅島観光資源開
リニューアルオープン
発事業でデザインを一般公
さんぜひお立ち寄りくださ 募し︑最優秀賞を受賞した
い︒
内田昇吾さんの作品です︒
問い合わせはいきいきお
魚センター☎⑤００１９
︵営業時間は午前 時〜午
後３時︑木曜定休︶︒
富賀神社
中学校の新１年生と教諭

高野府中市長が来島
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来島した高野府中市長
（中央）
ら

いきいきお魚センター

櫻田村長と意見交換

たさわやかな印象となり︑
店内中央には鮮魚販売コー
ナーおよび活イセエビやサ
ザエなどの水槽が︑窓側に
は地産地消農産物コーナ
ー︑乾物・土産品・水産物加

10

人新たな一歩踏み出す

氏

10

島内
視察

11

小・中・高校で入学式挙行
新入生

よし

神 輿 堂

５月２日㈯︑３日㈰

修復された神輿を公開
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４月７日︑三宅村立三宅小学校︑三宅村
立三宅中学校︑東京都立三宅高等学校にて
それぞれ入学式が挙行されました︒
小学校の入学式では︑在校生や来賓など
が拍手で迎える中︑新１年生は少し緊張の
面持ちで入場しましたが︑入学児童呼名で
は元気よく返事をしていました︒
今年度は小学校 人︑中学校 人︑高校
人︑計 人の新入生が人生の新しい一歩
を踏み出しました︒

かず

13

和快

店内の様子
（手前が鮮魚販売コーナー）

▽日時＝５月２日㈯︑３
帰島 周年を迎え︑平成
年の噴火前まで使用して 日㈰午前 時〜午後２時
▽場所＝富賀神社神輿堂
いた富賀神社の神輿が修復
されました︒
８月の富賀神社大祭
︵巡り神輿︶の前に︑
装いも新たになった神
輿の公開が富賀神社巡
り神輿保存会により行
われますので︑ぜひご
覧ください︒

10

旭日双光章を受章
山田

いきいきお魚センター外観

移設された
「シンビオシス」
（右）

修復された神輿

阿古在住
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精力的な議員活動のみな
らず三宅村商工会会長とし
て地場産業の振興にも尽力
し︑平成４年〜 年の 年
間は三宅村商工会代表とし
て東京都商工会連合会理事
を歴任しました︒
旭日双光章の受章は三宅
村では２人目となり︑村政
運営への多大な貢献とその
功績を祝し︑伝達式を今後
村内で行う予定です︒
11
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88
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小学校の新１年生と保護者ら

光章を受章しました︒
山田氏は昭和２年三宅島
生まれで 歳︒昭和 年
月村議会議員に初当選︒以
来︑６期 年の永きにわた
り在職し︑平成 年〜 年
平成 年４月１日付で山 までは議長として議会の円
田和快氏︵阿古︶が旭日双 滑な運営に尽力しました︒
27
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今月の人口と世帯数

.542

５月号

2,607人 （−92人）
1,680世帯（−61世帯）
平成27年４月１日現在
※カッコ内は前月１日比

づるを４本だけ選んで伸ば
す③孫づるは実を着けるま
ではすべて切る④各子づる
の１番果︵約７節目につく
雌花︶ではなく２番果︵約
節目につく雌花︶に人工
授粉をする⑤実が着いた先
の子づると孫づるは放任⑥
人工授粉した実以外は鶏の
卵くらいの時に取り除く
︻人工授粉をする︼
確実に実を着けるために
人工授粉をします︒スイカ
は雄花と雌花が別々につき︑
花の下に小さな実があるの
が雌花です︒雌花は最初６
〜８節目につき︑その後は
５〜 節ごとにつきます︒
受粉は晴れの日午前９時
までに行い︑開いた雄花を
とって花粉を雌花のめしべ
に直接付けます︒受粉日を
書いたラベルを付けます︒
︻受粉日を基に収穫︼
収穫適期を外観やたたい
た音で判断するのは非常に
難しく︑受粉日と受粉後収
穫日数を参考に収穫しま
す︒受粉後収穫日数は品種
で違うので種の袋や購入先
で確認し︑また︑気温や天候
でも前後するため収穫前に
試し切りをしてください︒
農作物や病害虫の試験に
対する要望があれば当セン
ター☎⑥１４１４まで︒

﹁スイカの栽培﹂

総合センター通信

子づる
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５月１日㈮〜６月 日㈮
▽各種様式＝島しょ振興
公社ホームページ内﹁島民
の方々へ﹂に掲載︒
▽募集案内配布と申請書

14

類提出先＝企画財政課企画
情報係☎⑤０９８４
問い合わせは︵公財︶東
京都島しょ振興公社☎
５４７２ ６５４６︒

10

島しょ

×

※葉、雄花は省略
×：切る

親づる

孫づる

櫻田村長が新年度の訓示

× × ×

×

× ××

品質の良いスイカを作る
ためには３つのポイントが
大切になります︒今年はレ
ベルアップした栽培にチャ
レンジしてください︒
︻整枝︵せいし︶をする︼
スイカは親づるが約 ㌢
伸びると各節から子づるが

子づる

伸び︑子づるの各節からは
孫づるが伸びます︒これら
をそのままにすると実が着
かなかったり品質が落ちた
りするため整枝をします︒
今回は﹁子づる４本４果ど
り整枝法﹂を紹介します︒
①親づるを５︑６節伸ば
して先端を切る②伸びた子

受粉日ラベル

組織改正と人事異動発令交付

併任＝島村亜紀子︑一般社 広︑議会事務局出向解除・村
団法人三宅島観光協会出向 民生活課福祉係＝丹浩子︑
解除・企画財政課地方創生 観光産業課観光商工係＝中
推 進 担 当 係 長 ＝ 野 村 英 正 川智行︑地域整備課環境整
︵昇任︶︑企画財政課情報シ 備係＝高橋明夫︑総務課付・
ステム担当係長＝森茂夫︑ 公益財団法人東京都島しょ
企画財政課滞納整理担当係 振興公社出向＝木村有一
長＝寺澤茂︵昇任︶︑企画財
︻消防士︵副士長昇任︶︼
政 課 財 政 係 長 ＝ 大 橋 亮 太 消防本部消防救急係＝三好
︵昇任︶︑教育委員会出向・ 勝大︑渡邉純平︑消防本部
教育課学校教育係長＝北川 予防係＝平野幸一郎
進一郎︑教育委員会出向・
︻保育士︼村民生活課み
教育課社会教育係長＝池田 やけ保育園主任＝鈴木亜沙
里香
美︵昇任︶︑任期延長＝田村
︻主任級︼議会事務局出 聖子
向・議会係主任＝橘田紋華︑ ︻新規採用︼村民生活課
総務課人事係主任＝田原千 みやけ保育園＝北嶋亮子︑
夏︵昇任︶︑企画財政課企画 村民生活課保健係兼福祉係
情報係主任＝鈴木弘源︑企 ＝坪井愛︑中央診療所勤務
画財政課税務係主任＝飛永 ＝鈴木亮士
梢︑佐久間啓介︵昇任︶︑企
︻定年退職︵３月 日
画財政課財政係主任・監査 付︶︼村民生活課医療係＝
委員事務局併任＝岩本卓大 津村昌子︵臨床検査技師︶
︵昇任︶︑村民生活課福祉係
主任＝大橋和代︵昇任︶
︻主事級︼総務課会計係
島しょ中小企業等
＝櫻田冴︑企画財政課企画
振興補助事業募集
情報係＝杉本小百合︑企画
平成 年度第１回東京都
財政課財政係＝塚田梢︑村
民 生 活 課 保 健 係 ＝ 山 上 晋 島しょ地域中小企業等振興
補助事業を募集します︒申
請には中小企業振興公社実
施の﹁東京都地域中小企業
応援ファンド地域資源活用
イノベーション創出助成事
業﹂
︵以下﹁ファンド助成事
業﹂
︶への申請を条件とし︑
この申請結果を踏まえ交
付・不交付を決定します︒
▽ファンド助成事業への
申請書類提出希望日申込期
限＝５月 日㈬▽申請書類
提出日＝５月 日㈪〜 日
㈮▽ファンド助成事業への
問い合わせは︵公財︶東京
都中小企業振興公社☎
３２５１ ７８９５︒
▽島しょ地域中小企業等
振興補助事業の募集期間＝
トも計画されています︒
そして︑今年は帰島 周
年です︒スポーツだけでな
く郷土資料館を拠点とし
て︑ふるさと三宅島をもう
一度見直し︑その魅力を再
発見する﹁ディスカバー三
宅島事業﹂が本格的に動き
始めます︒その他にも︑コ
ンサートの開催など文化芸
術活動にも力を入れて取り
組んでいきます︒
どの事業を進めていくに
も︑村立学校をはじめとす
る教育機関と家庭︑地域の
連携が不可欠です︒どうぞ
皆さまのご理解とご協力を
お願いします︒

× × × × × ×

役場︑所属課︑そして自分
のなすべき事は何かをしっ
かりと理解し︑目標を定め
て 年度をスタートしてい
ただきたい︒
職務を遂行するに当た
り︑組織として目的・目標
を共有し個々の役割を積極
的︑協力的に果たす︒その
上であるいはその前に︑職

を育み︑社会生活の基本的
なルールを身に付け︑公共
心を持った人間形成ができ
る教育を進めています︒
一方︑社会教育では２０
２０年の東京オリンピック・
パラリンピック
開催を前に︑島
内の各競技団体
がより一層活発
幸明 に活動できるよ
う︑三宅島体育協会を通し
て支援・協力をしていま
す︒また︑三宅村スポーツ
推進委員が中心となり︑審
判員講習会や子供から高齢
者の方まで幅広い年齢層が
参加できるスポーツイベン

員が全体の奉仕者として確
人事異動
固たる使命感︑責任感︑倫
︻統括課長級︼総務課統
理観を持ち︑村民から信頼
される職員であった時︑住 括課長兼総務課長・選挙管
民・行政・議会が一枚岩とな 理委員会事務局併任＝佐久
間忠︵昇任︶︑選挙管理委員
り活力ある村づくり︑島づ
会事務局併任解除・企画財
くりに繋がると確信する︒
政課統括課長兼企画財政課
日本の美しい言葉﹁おは
長＝吉田稔彦︵昇任︶
ようございます﹂﹁ありがと
︻課長級︼企画財政課財
う ご ざ い ま す ﹂﹁ す み ま せ 政担当課長＝芳賀雄一郎︑
ん﹂などを自然に使いこな 選挙管理委員会事務局併任
すよう努力し︑互いの心を 解除・村民生活課長＝浅沼
通わせて楽しい職場にし︑ 信彦︵昇任︶︑教育委員会出
役場から﹃元気と笑顔を発 向・教育課長＝千葉弘幸
︻課長補佐級︼教育委員
信﹄して誰もが誇りに思え
会出向解除・総務課課長補
る村づくりを目指そう︒
﹂
佐兼防災危機管理係長＝浅
組織改正
沼由紀︑総務課人事係兼務
企画情報係を総務課から 解除＝山上知良︑教育委員
会出向解除・企画財政課課
財政課に移管し︑企画財政
長補佐兼企画情報係長＝長
課としました︒また︑統括
谷川髙章︑企画財政課課長
課長職と財政担当課長︑地
補佐兼税務係長＝原田昌
方創生推進担当係長を設け 寛︑観光産業課課長補佐兼
ました︒
観光商工係長＝浅沼誠二
︵昇任︶
特別職就任
︻係長級︼監査委員事務
教育委員会教育長＝島村 局併任解除・総務課庶務係
長・選挙管理委員会事務局
幸明

制度の下︑教育行政の責任 １台ずつタブレット型パソ
体制が明確になり︑教育委 コンを整備してＩＣＴ教育
員への情報提供や教育委員 を推進しています︒
さて︑新聞やテレビで報
会会議の招集が迅速に対応
できるようになりました︒ じられている通り︑いじめ
三 宅 村 教 育 委 員 会 で は 問題や体罰の問題︑虐待や
﹁三宅村教育憲
章﹂の下﹁教育 みんなの
就任のあいさつ
目標﹂を定め︑ コ ラ ム
平成 年度は４
三宅村教育委員会 教育長 島村
つの基本方針に
基づき の主要施策を進め 殺傷事件など︑子供たちを
ています︒主要施策の第一 取り巻く教育環境は厳しい
は﹁確かな学力の向上﹂で ものがあります︒教育委員
す︒三宅村立学校では学力 会では研修を通して村立学
向上を目指し︑併せて情報 校教職員の資質向上を進め︑
活用能力を育成するため︑ ﹁人権教育﹂や﹁心の教育﹂
昨年度から児童生徒１人に を充実させて思いやりの心

子づる４本４果どり整枝法（略図）

図

４月１日に組織改正と人
事異動発令交付が行われ︑
櫻田村長から職員に訓示が
ありました︒要旨は次のと
おりです︒
﹁職員一人一人が配置さ
れた部署で職務に専念する
ことで︑役場が組織体とし
て機能し行政の責務を果た
すことになる︒今年度の村

３月 日をもって教育長
を退任した淺沼洋氏の後任
として︑４月１日付けで教
育長に就任しました︒
教育委員会は︑地方教育
行政の組織及び運営に関す
る法律の改正により︑教育
委員長と教育長が一本化さ
れ︑村長の任命する教育長
と４人の教育委員で構成さ
れることとなりました︒新

10

25

︻緊 急 連 絡 先︼平日夜間・休日の閉庁時の連絡は三宅村役場臨時庁舎☎０４９９４⑤０９８１︒

03

27

15

水 農
産 林

12

31

29

03

村長室だより
保育料︵５月分︶
︑
固定資産税︵第１期︶
︑
軽自動車税

22

平成27年３月11日から平成27年４月10日まで

31

27

３月11日 平成27年第１回三宅村議会定例
〜12日 会出席
３月18日 東京都港湾局島しょ・小笠原空港
整備担当部長来庁対応
３月19日 三宅村立三宅中学校卒業式出席
東京ＭＸＴＶ取材対応
３月24日 三宅村立三宅小学校卒業式出席
３月26日 府中市長来庁対応
３月27日 三宅島漁業協同組合総会出席
３月30日 東京都消防訓練所入所・修了報告
３月31日 平成27年第１回三宅村議会定例会
最終日出席
３月31日 三宅村消防団長退任辞令交付
４月１日 三宅村消防団長任命辞令交付
４月２日 東京都島しょ保健所長来庁対応
４月６日 東海汽船取材対応
環境省自然保護官来庁対応
４月７日 三宅村立三宅小学校入学式出席
三宅村立三宅中学校入学式出席
東京都立三宅高等学校入学式出席

27

(2)

2015年（平成27年）5月1日
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高

24,020円

6,005円

1,300円

130円

中央診療所長

舘野

佑樹

齢者に優しい医療目指して

時間自動音声案内☎０４９９４⑥０８１３︒

小型

︻防災行政無線︼放送内容を確認したい場合は

【運賃計算の例】小型バス５時間利用、走行30キロ
①24,020円＋②（6,005円×3時間）＋③1,300円＋（130円×20㌔）
＝45,935円 ※時間は30分未満切り捨て、30分以上切り上げ。

︵全期︶
は︑
６月１日㈪までに納めてください︒

抗体検査を実施します
予防接種

５月１日から国土交通
省による貸切バスの運賃
制度が改正されたため︑
三宅村営バスについても
運賃を改正します︒
▽改正内容＝
①時間制運賃か
ら時間・キロ併
用制運賃とな
り︑走行距離を
運賃に加算②走
行前後に各１時
間︑計２時間を
車両点検などに
要する費用とし
て運賃に加算③時間当た
りの運賃は引き下げ
※運賃の詳細は別表参
照︒
問い合わせは観光産業
課企業係☎⑤０９０８︒

村営貸し切りバス

島嶼会館の宿泊予約
キャンセルについて

密な連携も不可欠です︒
昨年度より開始したサー
ビスで﹁ご家族への手紙﹂
というものがあります︒内
地にしかご家族がいない方
や島内に相談できる身寄り
がいない方などを対象に︑
外来での治療内容や病状な
どを定期的に医師から内地
のご家族へ手紙でお知らせ
するものです︒現在は患者
さんと内地のご家族から希
望があった方のみに行って
いますが︑希望があれば対
象者を増やす予定です︒
三宅島で普段どういった
生活をしているか︑健康面
は大丈夫か︑ということな
どを内地から心配している
ご家族と︑三宅島で生活し
ている高齢者の方々の懸け
橋となり︑双方不安の少な
い状態で暮らしてほしいと
いうのが診療所の願いです︒
診療所では高齢者医療に
正面から取り組んでいま
す︒ご相談やご意見はどう
ぞ気軽にお寄せください︒

【問い合わせ】
新中央航空㈱三宅島空港
☎04994‑6‑0006

民生・児童委員の連絡先

三宅島民生児童委員協議 く の 民 生 ・ 児 童 委 員︵別 表
会は民生委員法で設置が義 参 照︶に 一 度 声 を か け て く
務づけられ︑三宅村と御蔵 ださい︒なお︑委員には守
島村の民生・児童委員で構 秘義務があります︒
５月 日から
成していま
民生
委
員
の
日
日は民生児童
す︒
児童
委員活動強化週
委員は厚生
５月 日㈫
間で︑皆さんの
労働大臣から
委嘱され︑任期３年の無報 お 宅 に 伺 う こ と が あ り ま
酬で活動しています︒住民 す︒良い機会ですので日ご
から頼られるよう︑必要な ろ感じている事などを気軽
知識を身につけるべく研修 にお話しください︒
を受け日々研さん
し︑福祉に携わる
関係機関と情報交
換や共有も図って
います︒
皆さんが住みな
れた地域で安心し
て暮らせるよう︑
心配事など相談内
容に応じて関係機
関との﹁つなぎ役﹂
になります︒お近

前任の三ツ橋先生の異動
で４月から診療所長となり
ました︒今年度は総合的な
診療に加えて外科の専門医
としての診療も行い︑多く
の方のニーズにあった診療
にしたいと思います︒よろ
しくお願いいたします︒
さて︑外来では独居や老
老介護の状態で生活してい
る高齢者の方々をとても多
く目にします︒そして︑健
康面のみでなく︑普段の生
活に対する大きな不安を打
ち明ける方も多くいます︒
島外避難から帰島後 年
となりますが︑さまざまな
事情でなお帰島できないご
家族がいる中で︑独居や老
老介護の生活となることを
承知で帰島された方々には
本当に頭の下がる思いです︒
こういった方々に安心し
て生活を送ってもらうに
は︑福祉担当者と連携をと
り対応することが必要と診
療所は考えていますが︑そ
れに加え内地のご家族との

44％

184円

162円

︻島しょ住民のキャンセ
ル料︼
▽個人＝当日午後６時以
降の取り消しは宿泊料金の
％▽団体︵ 人以上︶＝
当日午前 時以降の取り消
しは宿泊料金の ％
※連絡なしの不泊は宿泊
料金の１００％
問い合わせは島嶼会館☎
３４３７ ３０６１︒

搭乗率

就航率

73.6％

三宅
⇒調布

92.4％

調布
⇒三宅

1,840円

1,620円

50

５月１日から運賃改正

宿泊予約のキャンセルを
連絡せずに来館しない方が
多くなっています︒
宿泊を希望する方にも迷
惑が掛かりますので︑予約
をキャンセルする場合は早
めに電話にてご連絡くださ
い︒

航空機の運航状況

8,294円

6,998円

03

10

んの意見・感想・要望など
広報からのお知らせ
をお待ちしています︒
問い合わせは総務課企画
◎イベントなどの情報提
供は︑毎月 日ごろまでに 情報係☎⑤０９８４︑ＦＡ
メールまたはＦＡＸで内容 Ｘ⑤０９３２︑
miyake03
と連絡先を下記まで送付し
@miyakemura.com
てください︒掲載は紙面に
余裕がある場合のみとなり
ます︒また︑文体はご一任
ください︒
◎広報担当者は取材の際
に腕章をしていますので撮
影にご協力ください︒
◎三宅村では村民の皆さ

（H27.3.1〜3.31）

33,176円

27,992円

で任意加入ができます︵た
だし昭和 年４月１日以前
に生まれた方に限る︶︒
また︑海外に在住する日
本国籍の方も国
民年金に任意加
入ができます︒
国民年金に関
する問い合わせ
は港年金事務所☎
５４
０１ ３２１１または村民
生活課保健係☎⑤０９０
２︒

10

④キロ単価
（11㌔以上）
①基本運賃
②時間単価
③基本運賃
（2時間以内） （3時間以上） （10㌔以内）
車種

キロ制運賃
時間制運賃
運賃

貸切バスの新運賃表（税込み）
別表

24

大型

中型

10

※伊豆、伊ヶ谷各２人、阿古１人欠員

国民年金

25

70

10

40

神 着

に任意加入し︑満額の年金
ご存知ですか？
に近づけることができます︒
国民年金の任意加入制度
なお︑老齢基礎年金を受
老齢基礎年金は︑ 歳か 給するには︑保険料の納付
ら 歳になるまで
の 年間保険料を みんなの
納めなければ満額
の年金を受け取れ
ません︒
保険料の納め忘れなどに 済期間や免除期間などが合
より納付済期間が 年に満 わせて原則 年以上必要で
たない場合︑ 歳から 歳 すが︑この要件を満たして
になるまでの間に国民年金 いない場合は 歳になるま
65

申込方法

問い合わせ先

60

50

18

坪 田

31

阿 古

28

主任児
童委員

20

40

03

12

電 話
②００２７
②０１２５
②０９８８
⑤１６０１
⑤００５０
090‑4541‑1774
⑥００９７
⑥０１１８
②１２３９
⑥１３６０

地 区

委 員 名
杉山 優子
早川マス子
森下久美子
平野 長美
浅沼多津子
石井 節美
山﨑 春代
木村 吉行
穴原甲一郎
山本 栄子

40 60

29

検診、予防接種、子育て相談、健康相談など
………………………村民生活課☎⑤０９０２
村税…………企画財政課税務係☎⑤０９８３
特設登記所
……企画財政総務課企画情報係☎⑤０９８４
東京法務局 不動産登記☎03 5213 1330
法 人 登 記☎03 5213 1337
※相談の際は関係する資料をご持参ください。

29

別表

外へ進学した生徒・学生を
奨学資金の申請は
対象に︑島嶼出身学生証明
５月 日㈮まで
書︵使用期限は発行日から
三宅村では奨学資金の貸 平成 年３月 日まで︶の
付申請を５月 日㈮まで受 発行を随時行っています︒
詳細など問い合わせは三
け付けています︒また︑島
宅村教育委員会学校教育係
☎⑤０９５２︒
◆保健師による健康相談（毎週火・金曜日9:30〜
11:00、無料・予約不要）
【村民生活課】

31

上記①の方は申し込み不要
（中央診療所から検査結果と
接種日を通知）。
上記②、③の方は中央診療所
☎②0016に電話で申し込み。

▽期間＝６月１日〜平成
年３月 日
▽接種医療機関＝中央診
療所
▽費用＝無料
▽持ち物＝住所と年齢が
確認できるもの︵運転免許
証など︶※予防接種の際は
抗体価が確認できるもの
問い合わせは村民生活課
保健係☎⑤０９０２︒

定期予防接種
DPT‑IPV（14:30〜14:40）
21日㈭
日本脳炎（14:40〜15:00）
MR（15:00〜15:20）
【中央診療所】

中央診療所窓
口で申し込み
（午前8:30〜
11:30）。同日
に採血で検査
を実施。

風しん

特設登記所開設（9:00〜12:00）
【役場臨時庁舎】

対象者
︵注︶

14日㈭

（注）三宅村に住民登録がある19歳以上の妊娠を希望
する女性。ただし、既に含風しんワクチンを２
回以上接種した方は除く。
保育料（５月分）、固定資産税（第１期）、
軽自動車税（全期）の納期限

6月1日㈪

抗体価が
分からない方

特設登記所開設（9:00〜12:00、13:00〜
16:00）
【役場臨時庁舎】

け
や
み

28

予防接種

次の①〜③のいずれかに該当す
る方
①左記の抗体検査で抗体価が低
いと判明
②妊婦検診で抗体価が低く、出
産後速やかな接種が必要
③他での抗体検査で抗体価が低
いと判明
※抗体値が低い…ＨＩ法16倍以
下またはＥＩＡ法8.0未満
任意予防接種（14:20〜14:30）
定期予防接種
BCG（14:20〜14:30）
28日㈭
小児用肺炎球菌、ヒブワクチン同時接種
（14:30〜14:40）
水痘（14:40〜15:00）
【中央診療所】

（第542号）
風しんに対する免疫を持
たない妊婦さんが風しんに
感染すると︑難聴や心疾
患︑白内障︑発達障害など
の赤ちゃんが生まれてくる
恐れがあります︒このた
め︑妊娠中の女性への感染
予防を目的として風しんの
予防接種を実施します︒
▽対象者と申込方法＝別
表参照

５月の生活カレンダー

抗体検査
13日㈬

風しん抗体検査と予防接種の対象者と
申込方法
別表

報
広
2015年（平成27年）5月1日
(3)

23

22

23

わせの上ご来場ください︒
春の交通安全のつどい
▽日時と場所＝５月９日
伊達めぐみ歌謡
㈯午後５時から阿古体育館
ショーを開催
▽内容＝①式典②交通安
春の交通安全のつどいと 全教室③歌謡ショー
問い合わせは三宅島警察
して︑演歌歌手の伊達めぐ
みさんを招いた歌謡ショー 署交通係・三宅島交通安全
が開催されます︒お誘い合 協会☎②０５１１︒
５月の小・中学校予定
︻小学校︼
８日㈮＝体力テスト
９日㈯＝三 宅 村 学 力 調 査
︵小２〜６︶
日㈭＝引き渡し訓練
日㈫〜 日㈯
＝ 日光移動教室︵小６︶
︻中学校︼
９日㈯＝三 宅 村 学 力 調 査
︵中１〜３︶
日㈫〜 日㈮

問い合わせは三宅村教育
委員会☎⑤０９５２︒
︻新着本の紹介︼
５月に入り︑すがすがし
い 季 節 に な り ま し た︒皆 さ
ん も︑図 書 館 に 立 ち 寄 っ て
みるのはいかがでしょう
か︒図書館では１万冊を超
える本が皆さんを待ってい
ます︒

上橋菜穂子著・角川書店

﹃鹿の王﹄

伊坂幸太郎著・幻冬舎

今月 の

一押

しは⁝

そうすけ

ぎ

﹃アイネクライネ
ナハトムジーク﹄

準居住地区内の二酸化硫黄濃度の観測状況 （Ｈ26.4.1〜Ｈ27.3.31）

▽日時＝５月 日㈰午後
アカコッコ合唱団映画会
１時半から︵午後４時終了
上 ﹁涙そうそう﹂
映
予定︶
５月 日㈰開催
▽場所＝阿古体育館
▽上映映画＝涙そうそう
映画会をアカコッコ合唱
問い合わせはアカコッコ
団が開催します︒合唱団の
演奏もありますのでぜひご 合唱団☎０９０ ３１３５
来場ください︵入場無料︶︒
６７１０︵肥後︶︒

0

19 14

の

おお

誕生日：平成25年
９月25日（伊ヶ谷）

くん

メッセージ

そばには一息つける東屋と
駐車場︵２台分︶もあり︒

0

もっと知りたい

0

レベル4
（5.0ppm超）

ここここここここここここれ！！！！！！！！！
島 のあれこ

0

時間分月平均

138

２０１５年本屋大賞候補
作の本書は６つの短編から
なり︑小さなエピソードが
積み重なっています︒日常
生活の中に潜んでいる隠さ
れたメッセージが伝わって
くるような︑心温まる作品
です︒読んで幸せな気持ち
で眠りにつける一冊です︒
三宅村図書館☎⑤１４５
３︑開館午前 時〜午後５
時︑水曜日休館︒

181

レベル2
（0.6ppm超）

レベル3
（2.0ppm超）

２０１５年本屋大賞受賞
作︒著者は国際アンデルセ
ン賞も受賞しています︒

※集合場所はアカコッコ館、参加費は入館料を除いて無料。双眼鏡の無料貸し出しあり。
イベントなどの問い合わせは三宅島自然ふれあいセンターアカコッコ館
☎⑥0410、FAX⑥0458、ホームページの「アカコッコからの手紙」で検索。

大野木 聡介

③新澪池園地への歩道
都道沿いですが少し高く
なっているので御蔵島や新
鼻新山がよく見えます︒

1,530

年間

1,640

最近できたイイトコロ

三宅支庁の事業で最近完
成した場所を紹介します︒
①大路池の周廻遊歩道
１周約２㌔︑景色を楽し
みながら歩いて約 分で︑
新緑が美しく野鳥も多いこ
の時期はとてもおススメ︒

40

問い合わせは三宅支庁土
②三ノ輪︵神着︶まちか 木港湾課☎②１３１３︒
ど庭園︵展望台と東屋︶
※このコーナーに関する
展望台から海を眺めれば 問い合わせは企画財政課企
ウミガメが見られることも︒ 画情報係☎⑤０９８４︒

レベル1
（0.2ppm超）

人が参加

各地区で﹁ツルやペリカン
がいた﹂という話も聞かれ
ましたが︑おそらくアオサ
ギだったのではと思います︒
他にも毎年この時期︑﹁綺
麗な鳥がいた ﹂と問い合
わせがあるのはオオルリで
す︒絵本の中から抜け出し
たような色鮮やかな青い姿
に驚くかも知れません︒
春はこれらの渡り鳥が数
多く見られる季節です︒島
を訪れている野鳥を探して
みませんか︒

イベント情報

10.7

2日㈯
定員12名

19

＝職場体験︵中２︶
４月 日︑東海フィッシ
日㈫〜 日㈯
ングクラブ︵ＴＦＣ︶主催
＝修学旅行︵中３／
﹁三宅村長杯争奪三宅島磯
京都・奈良︶
釣大会﹂
が開催され︑
島内外
から 人が参加しました︒
競釣は三宅島到着ととも
三宅島自然だより
に始まり︑参加者は午前
﹁島を訪れる
時半の検量まで磯釣りを楽
あんな鳥︑
こんな鳥﹂
しみました︒石物︑メジナ︑
ブダイ︑他魚の４部門で競
普段︑何種類く
い合い︑出帆港にて表彰式
らいの鳥を見てい
とお土産が当たる抽選会も
ますか？昨年度に
行われにぎわいました︒
レンジャーが三宅
島で確認した１３
７種です︒そのう
ち︑アカコッコや
スズメのように１年を通し
て見られたのは 種で︑多
くは季節ごとに住む場所を
変える渡り鳥です︒
中には見た目や行動が
目立つ種もいて３月には
﹁都道を大きな鳥が歩い
ていた ﹂との問い合わ
せを何件も受けました︒
この正体は春と秋に島で
見られるアオサギで︑こ
の春はとても多くやって
きました︒同時期に島内

！

17

82
23

【申込方法】写真（データ）・名前（ふりがな付）・性別・
生年月日・保護者からのメッセージに、保護者氏名と連絡
先を添えて企画財政課へ持参、またはメール（件名：みや
けの宝）をmiyake03@miyakemura.comへ送信。
【対象】２歳未満 ※写真は返却できません。

0.03

9.7

①☎04994 6 0565
②携帯サイト
http://www.miyake-so2.jp/keitai/
③ＩＰ告知端末
（テレビ電話）

0.03

三宅島火山ガス濃度24時間情報サービス

平均値
（ppm）

1時間値 0.1ppm超
（％）

ＴＦＣ

よく食べ、遊び、笑う
私たちの元気坊主！
元気に、大きく
育ってね。

三ノ輪
（神着）
の展望台

新澪池園地への歩道

賞品を手渡す櫻田村長

TOKYO MXテレビ 三宅村の放送
①５月２日㈯午前10時〜10時半
再
②５月３日㈰午前７時〜７時半◯

大路池の周廻遊歩道

67

19

38

！

10

おきがるバードウオッチング（8:30〜9:30）

申込締切

う！10kmほど歩きます☆

実施日
イ ベ ン ト 名

４日（月・祝）
8:00〜17:00

【申込制】ぐるっと三宅島一周バードウ
オッチング 路線バス乗り継いで渡り鳥を探そ

毎週土日、
、
なし
5日（火・祝）
6日（水・振替休日）

大路池ガイドウオーク（10:00〜11:00）

※各地区の観測点の数値はＩＰ告知端末を、火山ガス濃度
の年平均値の推移（各観測地点）は村ホームページ
（http://www.miyakemura.com/）をご確認ください。

三宅島
空港

三宅村役場
（本庁舎）

長期的影響の目安に
達していない観測点

11

三本岳のそばで船上から鳥を
観察する中学生

三宅村長杯争奪
三宅島磯釣大会

19

ていました︒
カンムリ
観
察
会
三本岳ではこの他にもさ
ウミスズメ
まざまな海鳥が見られ︑こ
中学生７人が参加
の春はアホウドリも頻繁に
４月 日︑三宅中学校３ 観察されています︒
年生を対象としたカンムリ
ウミスズメ観察会がアカコ
ッコ館主催で実施され︑７
人の生徒が参加しました︒
当日は漁船で三本岳周辺
へ向かい︑数は多くなかっ
たものの希少なカンムリウ
ミスズメを観察でき︑ふる
さとの海に暮らすその愛ら
しい姿に生徒たちは感動し

アオサギ
オオルリ

19
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