（外国人含む）

2015.6.1（平成27年）

７月４日㈯︑５日㈰

▽日時＝７月４日㈯︑５
日㈰午前 時〜午後４時
▽場所＝調布飛行場ター
ミナルビル２階
▽出展︵予定︶＝三鷹市︑
府中市︑調布市︑大島町︑
新島村︑神津島村︑三宅村
問い合わせは東京都港湾
局離島港湾部☎
５３２
０ ５６６３︒

夏の観光ポスター完成

７月７日㈫から掲示

竹芝桟橋
Ｊ Ｒ駅構内

夏 の 観 光 シ ー ズ ン に 向 の観光ポスターが今年も出
け︑大島・新島・式根島・ 来上がりました︒三宅島の
神津島・三宅島のそれぞれ 今年のポスターは︑４月に
周廻遊歩道
が完成した
大路池の写
真です︒
これらの
ポスターは
島内を始め
竹芝桟橋な
どで掲示さ
れるほか︑
７月７日㈫
から 日㈪
までの間は
ＪＲ東日本
管内の主要
駅構内など
にも掲示さ
れます︒

修復された

の神輿公開

富賀
神社

５月２日︑３日に阿古の
富賀神社にて︑修復された
神輿の公開が富賀神社巡り
神輿保存会により行われま
した︒２日間で延べ約２０
０人の方が訪れ︑装いも新
たになった神輿
を間近にじっく
りと見入ってい
ました︒
併せて販売さ
れた記念Ｔシャ
ツは初日にほぼ
完売し︑売上の
一部は神輿の保
存に必要な用品
の購入に充てら

れる予定です︒
また︑５月 日には富賀
神社役員会が行われ︑今年
の富賀大祭の日程が８月４
日㈫から９日㈰で決定され
ました︒

記念Ｔシャツは初日で完売

13

ボランティア団体の
植林活動がスタート

17

多摩・島しょ物産展
調布飛行場で開催
東京都港湾局では︑島し
ょへの空の玄関口である調
布飛行場にて︑多摩・島し
ょ物産展を開催します︒
より多くの方に多摩と島
しょの観光案内や特産品を
見て︑触れて︑味わっても
らい︑交流を深める場とな
るよう︑皆さんのご来場を
お待ちしています︒

13

キンメダイをブランド化

管理の下でキンメダイ漁が
盛んに行われており︑その
中で三宅島産ブランドとし
て他との差別化を図ること
により価値が高まり︑ま
た︑その話題性から島全体
の活性化へつながることも
期待されます︒しかし︑ブ
ランドとして定着させるこ
とは簡単ではなく︑傷をつ
けないよう丁寧に水揚げす
るなど︑漁協と漁業者の地
道な努力は今後も続いてい
きます︒
なお︑キンメダイ漁を行
っている島内の漁船は 〜
隻で︑その内の３隻には
漁協の後継者育成事業に参
加している長期研修生が一
人ずつ乗り︑技術の習得に
日々励んでいます︒平成
年から始まった同事業の短
期研修は︑今年も９月に実
施される予定です︒

20

タグ付
﹁三宅島産日戻りきんめ﹂
出 荷
三宅島漁業協同組合では ダイに﹁三宅島産日戻りき
今年４月末から︑釣ったそ んめ﹂というタグを付けて
の日に水揚げされたキンメ 出荷しています︒
これは︑三
宅島周辺海域
にて一本釣り
で漁獲された
キンメダイの
うち７００ｇ
以上のもの
を︑鮮度や味
の良さ︑見た
目の美しさな
どでブランド
化するための
取り組みで
す︒
伊豆諸島で
は適切な資源

伊ヶ谷ふれあい館を改修

Ⓒ谷口高司・不許複製

03

ボランティア団体により
帰島後から継続して行われ
ている植林活動が︑５月に
入り今年も始まりました︒
５月 日︑ 日の特定非
営利活動法人﹁地球緑化セ
ンター﹂を皮切りに︑ 日
から 日には公益社団法人
日本山岳会﹁高尾の森づく
りの会﹂が来島して植林な
どを行いました︒この他︑
特定非営利活動法人﹁園芸
アグリセンター﹂
や
﹁富士ゼ
ロックス東京㈱かけはし倶
楽部﹂などの団体が︑島の
緑の再生のため春と秋に分
けて植林活動を行います︒
また︑それぞれの団体は
植林活動のほか︑島内観光
なども楽しむこととなって
います︒
問い合わせは観光産業課
農林水産係☎⑤０９９２︒

三宅島の観光ポスター

15

裏

２階が休憩フロアになりました

６月末までの三宅島バー
ドアイランドフェスティバ
ルのイベントとして︑日本
を代表する野鳥画家の谷口
高司氏を講師に
迎え﹁タマゴ式
鳥絵塾﹂が開催

50

10

16

24

12
24

ます︒画材は用意してあり
ますので気軽にご参加くだ
さい︒なお︑写真撮影︑録
音︑録画はご遠慮ください︒
▽日時＝①６月 日㈯午
後１時半〜３時半﹁アカコ
ッコを描いてみよう﹂②
日㈰午前９時〜
時﹁コマドリを描
いてみよう﹂▽場
所＝アカコッコ館
▽対象＝小学生以
上︵小学生は保護
者同伴︑定員は各
回 人程度︶▽参
加費＝大人３００円︑子ど
も 円▽申込方法＝６月
日㈭までにアカコッコ館へ
電話で申し込み︒両日とも
の申し込みも可能︒
問い合わせはアカコッコ
館☎⑥０４１０︒

修復された神輿

22

苗を植える地球緑化センター
のボランティア

タグが付けられたキンメダイ

どにご利用ください︒２階
への階段は建物正面に向か
って左側にあり︑１階フロ
アからも上がれます︒
問い合わせは観光産業課
観光商工係☎⑤０９２０︒

「タマゴ式鳥絵塾」を開催

物産展での三宅島ブース
（昨年）

11 14

11

13

三宅島バードアイランドフェスティバル

されます︒
小学生から大
人まで︑初心者
でも易しく楽しく野鳥が描
ける﹁タマゴ式﹂という描
写方法で︑アカコッコやコ
マドリのイラストに挑戦し

２階の休憩フロア

表

船客待合所として利用さ
れている三宅村伊ヶ谷ふれ
あい館の２階が︑休憩フロ
アとして整備されました︒
伊ヶ谷港が入出帆港の場
合に︑休憩や待ち合わせな
２階へ上がる外階段
（建物左側）

☎04994‑5‑0981
（FAX：0932） Ｅメール miyake03@miyakemura.com
〒100‑1212 三宅村阿古497 三宅村役場臨時庁舎
編集：企画財政課
発行：三宅村

今月の人口と世帯数

.543

６月号

2,654人 （＋47人）
1,728世帯（＋48世帯）
平成27年５月１日現在
※カッコ内は前月１日比

27

総会・理事会を開催

40

13

45

60

村民憲章策定委を開催

20

26

都の事業説明会開催

島しょ

水 農
産 林

総合センター通信

マイマイガの幼虫

89

27

織の代表︑教育関係者︑三
宅高校の生徒︑島内経済団
体の代表など８人の委員が
出席しました︒
会議では村民憲章の素案
を基に活発な議論が行われ
ました︒今後も委員会での
会議を重ね︑完成次第︑村
民の皆さんへあらためてお
伝えします︒
問い合わせは企画財政課
☎⑤０９８４︒

５月に入り村内の各団体 石森良房さん︑西野直樹さ ん︑田中悠紀子さん︑寺澤
木の幹に布や寒冷紗を密
では総会や理事会が開催さ ん が ︑ 監 事 に 沖 山 勝 勅 さ 俊夫さん︑寺本昭彦さん︑
着するように巻いて固定す
れ︑平成 年度事業報告や ん︑野口渉さんが新たに就 野田博之さんが新たに就任
ると︑その下側や隙間に幼
しました︒なお︑商工会青
決算の承認︑平成 年度事 任しました︒
﹁マイマイガの幼虫駆除﹂ 虫が集まります︒幼虫は水
翌 日には公益法人三宅 年部の資格年齢が満 歳以
業計画や収支予算および役
と少量の洗剤を入れたバケ
員選任などについて審議が 村商工会の第 回通常総会 下から満 歳以下に引き上
毎年この時期になると︑ がかえります︒幼虫はハン ツに入れて駆除します︒な
げられました︒ 木の生えている場所をはじ ノキをはじめさまざまな樹 お︑幼虫の毛が刺さること
行われました︒
また同日︑社 め 家 の 周 辺 や 道 路 上 な ど 木 の 葉 を 食 べ な が ら 成 長 があるため︑ビニール手袋
日に開催さ
会福祉法人三宅 で︑長さが５㌢㍍から６㌢ し︑７月ごろにサナギにな をして皮膚の露出をなるべ
れた一般社団法
観光協会︑商工会︑社協が
島社会福祉協議 ㍍にもなる大きな毛虫を目 り７月下旬から８月に成虫 く抑えて作業してください︒
人三宅島観光協
会の第３回定時社員総会に が開催され︑会員２４０人 会の今年度第１回理事会が にすることがあると思いま が発生します︒
②薬剤による駆除
は会員１０６人のうち 人 のうち１５９人︵委任状含 開催され︑現任理事 人の す︒これは﹁マイマイガ﹂と
幼虫は主に樹木類の葉を
家屋など植物にかからな
︵委任状︑議決権行使書を む︶が出席︑任期満了に伴 うち 人が出席︑４月の三 いう蛾の幼虫︵写真︶です︒ 食べるため︑農作物では主 い場所であれば︑防虫スプ
含む︶が参加︑任期満了に う役員選任では︑副会長に 宅村人事異動に伴い浅沼信
マイマイガの生態
にウメ︑モモ︑サクランボ レーなど家庭用の殺虫剤が
伴 う 理 事 と 監 事 の 選 任 で 浅沼賢さん︑監事に杉山篤 彦村民生活課長の理事就任
夏の終わりごろ木の幹な な ど の 果 樹 類 が 被 害 を 受 使用できます︒ただし︑樹
は︑理事に山田順一さん︑ 敏さん︑理事に浅沼浩希さ が承認されました︒
どに産み付けられた多数の け︑樹木の葉を食べつくす 木に散布する場合は近くの
卵はそのまま冬を越し︑翌 と近くの野菜類も食害され 農作物に飛散する可能性が
②三宅支庁産業課＝漁業 春４月から５月ごろに幼虫 ることがあります︒
あるので︑作物の種類ごと
振興施設整備への補助事
また︑ある程度成長した に使用可能な登録農薬を選
業︑山村・離島振興施設整
幼虫の毛は無毒ですが︑卵 ぶ必要があります︒その際
平成 年度事業費 億円
備事業︑林道復旧工事︑治
からかえりたての幼虫に触 は当センターへお問い合わ
今年度の三宅島︵三宅支 山工事
５月 日︑三宅支庁にて
れると︑かゆみなどの症状 せください︒
③三宅支庁土木港湾課＝
平成 年度三宅支庁管内東 庁分︶の事業費は 億１９
が現れることがあるので注
農作物の病害虫防除に関
京都事業説明会が開催され ８０万７千円で︑ほぼ例年 坪田地区道路整備事業︑阿
意が必要です︒
する質問がありましたら︑
ました︒三宅支庁では︑東 どおりとなっており︑各事 古海岸護岸整備工事︑都道
幼虫の駆除
当センター☎⑥１４１４ま
京都実施の事業についての 業所管の主な事業は次のと の維持管理︑園地トイレ等
①物理的な駆除
でご相談ください︒
の整備︑都道の緑化事業︑
説明会を︑毎年年度当初に おりです︒
①三宅支庁総務課＝生活 港 湾 ・ 漁 港 ・ 空 港 等 の 整 促進の検討
各関係機関の皆さんに対し
ている方です︒また︑茶席 るとともに︑組合の公正な
備︑砂防堰堤整備︑管理用
困窮者自立支援制度
て行っています︒
⑥教育庁三宅出張所＝Ｉ で琴を奏でる日高さとみ先 運営を確保することを目的
道路整備
ＣＴ機器の活用に関する教 生は市川染五郎の舞台など に制定され︑情報公開実施
④島しょ保健所三宅出張 育実践研修会や人権教育推 を支える演奏家です︒お茶 状況を毎年１回公表するこ
所＝感染症対策︑健康相談︑ 進協議会の開催︑教職員住 と琴の音を楽しみに︑皆さ とになっています︒
企業健診や各種指導︑食品 宅の維持管理︑東京文化財 んもぜひご来場ください︒
平成 年度の情報公開実
衛生・環境衛生監視業務
ウィーク特別公開事業など
▽日時と場所＝６月５日 施状況は次のとおりです︒
⑤島しょ農林水産総合セ
詳細は三宅支庁ホームペ ㈮午前９時〜 時半︑三宅
▽公開請求件数＝４件
ンター三宅事業所＝アシタ ージに掲載されていますの 高校体育館の柔道場にて︒
▽公開決定件数＝４件
バ・キキョウラン・パッシ でご覧ください︒
問い合わせは三宅高校☎ ︵一部開示決定を含む︒︶
ョンフルーツなどの栽培技
問い合わせは三宅支庁総 ⑥１１３６︒
問い合わせは東京都島嶼
術の向上や安定生産と流通 務課行政係☎②１３１１︒
町村一部事務組合総務課庶
務係︵担当 鈴木︶☎
島嶼町村一部事務組合
の紹介と琴の演奏を予定し
３４３２ ４９６１︒
三宅高校で芸術
情報公開実施状況
ています︒
鑑賞教室を開催
講師の速川祐永︵はやか
東京都島嶼町村一部事務
人事異動 ︵５月１日付︶
６月５日㈮
わ・ゆうえい︶表千家教授 組合の情報公開制度︵平成
年条例第９号︶は︑島し
三宅高校で芸術鑑賞教室 は︑茶道︑日本舞踊︑着物
︻新規採用︼
が 開 か れ ま す ︒ テ ー マ は など日本文化を世界各地で ょ９町村の住民の組合行政
村民生活課みやけ保育園
﹁茶道と日本文化﹂で茶道 紹介し︑国際交流を実践し への参加をより一層推進す ＝佐藤由起子︵保育士︶
60

日々生活していく上でなく
てはならない重要な人材で
す︒このため役場では︑一定
期間を良好に勤務した場合
に返還の免除が受けられる
﹁医療技術者等就労促進資
金貸付金制度﹂を
作り︑福祉系人材
を必要としている
関係団体も含め︑
忠 このような人材の
確保に努力しています︒
また今後︑消防職や一般
職の募集も行う予定ですの
で︑島を出ている方も含
め︑島の若者の応募をお待
ちしています︒

26

５月７日

た︒確かに︑テレビコマー るのに働く者がいない︒残
シャルを流すような有名企 念でなりません︒これから
業があるわけでもなく︑世 の三宅島を考えたとき︑不
の中の最先端をリードする 安に思うのは私ばかりでは
ような企業はないかもしれ ないと思います︒島の若者
ません︒しかし︑言われる の奮起を期待します︒
ように全く働く場
みんなの
所がないわけでは
島で働くこと
コ ラ ム
なく︑島内にはハ
ード系・ソフト系
総務課長 佐久間
とも村民の皆さん
さて︑役場では看護職や
が生活していく上で欠くこ
とのできない︑生活に密着 薬剤師︑保育士の職員募集
したいろいろな職場があり を行っています︒専門の資
ます︒そして今︑その職場 格が必要であり︑全国的に
では人材の確保に大変苦労 人材不足といわれている職
しています︒働く場所はあ 種ですが︑村民の皆さんが

12

４月27日
５月２日

21

11

45

︻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︒

18

４月24日

22

委員８人が活発な議論

４月19日

27

村では︑帰島 周年を記
念して村民憲章を策定する
こととし︑三宅村村民憲章
策定委員会を設置しまし
た︒村民憲章は村民の皆さ
んが故郷に対し愛情と誇り
をもち︑笑顔で暮らせる島
の実現を目指していくため
の道しるべとなるものです︒
５月 日︑役場臨時庁舎
にて１回目の委員会が開催
され︑村議会議員や自治組

４月16日

４月１日付で総務課に異
動となりました︒よろしく
お願いいたします︒
今回は︑職員の確保に関
連して︑このコラムを書か
せていただきます︒
以前から︑多くの方々に
﹁三宅島には働く場所がな
いから若者が島を出て行く
んだ﹂とよく言われまし

村長室だより
６月は村都民税︵第１期︶
︑
保育料︵６月分︶
の

03

４月15日

役場庁舎に関する検討会会長
訪問
東京都島しょ振興公社及び東
海汽船訪問
東海フィッシングクラブ（Ｔ
ＦＣ）村長杯争奪三宅島磯釣
大会表彰式出席
東方通信社取材対応
東京都スポーツ推進部事業推
進課長来庁対応
地球緑化センター理事長来庁
対応
東京都福祉保健局技監及び東
京都島しょ保健所長来庁対応
第1回三宅村議会臨時会出席
東京島嶼郷友連合会創立50周
年記念式典出席
東京都港湾局島しょ・小笠原
空港整備担当部長来庁対応
４月22日
４月23日

17

平成27年４月11日から
平成27年５月10日まで

10
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げ

ご

納付月︒
６月 日㈫までに納めてください︒
え ん

え ん

︻防災行政無線︼放送内容を確認したい場合は

国民年金

鈴木

宅での血圧測定を

時間自動音声案内☎０４９９４⑥０８１３︒

自

中央診療所 医師

亮士

【問い合わせ】
新中央航空㈱三宅島空港
☎04994‑6‑0006

加をお待ちしています︒
▽日時＝６月 日㈬午後
６時〜午後７時半
▽場所＝特別養護老人ホ
ームあじさいの里
▽講師＝平林久吾氏︵医
師・財団法人東京都保健医
療公社荏原病院︶
︑高橋千尋
氏︵言語聴覚士・東京医科
歯科大学医学部附属病院︶
問い合わせは島しょ保健
所三宅出張所保健指導係☎
②０１８１︒

62.2％

▽ケース２ 妻︵夫︶自
身の年収が増えて夫︵妻︶
の健康保険証の被扶養者か
ら外れた︒
心当たりのある方は年金
手帳など基礎年金番号が分
かるものをご用意の上︑ぜ
ひお問い合わ
せください︒
問い合わせ
は最寄りの年
金事務所︑ま
たは国民年金保険料専用ダ
イヤル☎０５７０ ０１１
０５０※０５０から始ま
る電話でかける場合は
６７３１ ２０１５︑また
は村民生活課保健係☎⑤０
９０２︒

三宅
90.1％
⇒調布

追納ができる期間は平成
専業主婦・主夫の年金に
年４月１日から平成 年３
新たな手続きが始まります
月 日までですが︑すでに
〜特定期間該当届・特例追
年金を受けている方は特例
納のご案内〜
追納をしても年金額が増え
国民年金の切り替え︵３ ない場合があります︒
次のケースに心当たりは
号から１号へ︶の届出が２
年以上遅れたた
みんなの
めに保険料の未
納期間がある方
は︑﹁特定期間
該当届﹂を提出
することにより︑年金を受 ありませんか︒
▽ケース１ サラリーマ
け取れない事態を防げる場
ンの夫︵妻︶が①退職した
合があります︒
さらに︑この手続きをし ②脱サラして自営業を始め
た期間は過去 年分の保険 た③ 歳を超えた④亡くな
料を納付でき︵特例追納︶︑ っ た ⑤ サ ラ リ ー マ ン の 夫
年金額が増やせます︒特例 ︵妻︶と離婚した

搭乗率

32.2％

水上安全救助員
養成講座を開催

一過性に高い状態である
のか︑慢性的に高い状態で
あるのかは︑診療所で測る
だけでは把握できません︒
また︑診察室内で測定する
と﹁白衣高血圧﹂といい︑
一過性に血圧が高くなって
しまう方がいます︒
日々の血圧を﹁血圧手帳﹂
に記録して持参いただくこ
とは︑皆さんの健康状態を
確認する上で有用であり︑
診察室内での測定が不要と
なり外来の待ち時間の短縮
にもつながります︒ぜひと
もご協力をお願いします︒
日本高血圧学会では︑手
首ではない上腕での自動血
圧計で︑起床後１時間以内
と就寝前の１日２回の測定
を推奨しています︒
上腕の自動血圧計は５０
００円前後で購入できます
ので︑家族の健康管理のた
め家庭に１台︑今月の父の
日や敬老の日︑誕生日など
のプレゼントにいかがでし
ょうか︒

就航率

調布
89.0％
⇒三宅

03

日㈪午前８時半〜午後５時
半※５日間
▽場所＝三宅村役場臨時
庁舎・都立三宅高校プール
▽申込方法＝左記問い合
わせにて電話予約を受け付
け後︑手続きを行います︒
問い合わせは三宅村スポ
ーツ推進委員会事務局☎
⑤０９５２︒

中央診療所に着任し︑こ
の原稿を書いている時点で
早一カ月が経過しました︒
既に外来で何度かお会いし
た方も多いと思いますが︑
皆さんの状態をより早くよ
り正確に把握できるよう努
めていきたいと思います︒
さて︑今回は多くの方が
薬を処方されている高血圧
に関してです︒
そもそも高血圧とは︑安
静状態の血圧が慢性的に正
常値より高い状態をいいま
す︒高血圧により血管が固
くなる動脈硬化が進み︑脳
梗塞や心筋梗塞といった血
管が詰まる病気や︑脳出血
や慢性腎臓病といった病気
を引き起こすため︑注意す
る必要があります︒
血圧が慢性的に高い状態
であることを確認するた
め︑皆さんにお願いしたい
ことがあります︒自宅で血
圧を測り︑その記録を外来
の際に持参していただきた
いのです︒

航空機の運航状況

水と親しみ︑水の事故か
ら人命を守るため︑無料の
講習会を開催します︒
泳ぎの基本と安全な水
泳︑事故防止︑溺れた人の
救助方法︑応急手当の方法
などの知識と技術を学びま
す︒
▽日時＝６月 日㈭〜

（H27.4.1〜4.30）

５００円︶を４カ月分ずつ
４月︑８月︑ 月に支給︒
▽対象者＝次の条件をす
べて満たす方︵所得制限あ
り︶
︒①三宅村に住所がある
歳以上の方②身体障害１
級︑２級の方または愛の手
帳１〜３度をお持ちの方③
新規申請時に 歳未満の方
④施設に入所していない方
問い合わせは村民生活課
福祉係☎⑤０９０４︒

27

30

24

東京都シルバーパス
申請のお知らせ

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︒
問い合わせは企画財政課
◎イベントなどの情報提
供は︑毎月 日ごろまでに 企画情報係☎⑤０９８４︑
メールまたはＦＡＸで内容 ＦＡＸ⑤０９３２ ︑ miyake
と連絡先を下記まで送付し
03@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

10

27
29

都内に住民登録のある満
歳以上の方は︑都営交通
と都内を運行するバスなど
が利用できる﹁東京都シル
バーパス﹂への申請ができ
ます︒
▽費用＝平成 年度住民
税が課税で合計所得額が１
２５万円を超える方は２万
５１０円︑それ以外の方は
１０００円︒
問い合わせは観光産業課
企業係⑤０９０８︒
70

25

15

14

嚥下障害と誤嚥の講演会
６月 日㈬開催

任意予防接種（14:20〜14:30）【中央診療所】
定期予防接種
ＢＣＧ（14:20〜14:30）
25日㈭
小児用肺炎球菌、ヒブワクチン同時接種
（14:30〜14:40）
水痘 （14:40〜14:50）
【中央診療所】

10

歳以上︶５０２０円②ユ
都道府県サッカー協会を
構成する支部︑地区・市区郡 ース﹁Ｕ︱ ︵満 歳〜満
歳︶﹂﹁Ｕ︱ ︵ 歳まで︶﹂
町村サッカー協会への参加
団体や連盟などが主催する ２０００円
▽申込方法＝三宅村役場
サッカー競技の試合を担当
または各出張所
することができ
る︑
サッカー審判 サッカー審判員 にある申込書に
員４級の講習会 ４級講習会開催 必要事項を記入
の上︑教育委員
を開催します︒
▽日時＝６月 日㈯午後 会に提出︵先着順で定員と
１時〜５時半︑ 日㈰午前 なり次第締め切り︶
問い合わせは三宅村スポ
８時〜 時
ーツ推進委員会事務局☎⑤
▽場所＝都立三宅高校
▽講習会費＝①一般︵満 ０９５２︒
15 18

をきっかけに寝たきりにな
る方も少なくありません︒
いくつになっても食事を
楽しむために︑嚥下障害の
メカニズムや予防︑リハビ
リ︑介助のポイントなどに
ついて知識を増やしてみま
せんか？事前の申し込みは
不要ですので︑皆さんの参

定期予防接種
【中央診療所】
ＤＰＴ‑ＩＰＶ（14:30〜14:40）
（14:40〜15:00）
18日㈭ 日本脳炎
（15:00〜15:10）
ＭＲ
（15:10〜15:40）
ＤＴ２期

65

﹁食べる﹂という行為は
ただ単に栄養を取るだけで
なく︑生活の質を保つ上で
とても大切です︒しかし︑脳
血管障害や神経・筋疾患︑高
齢による筋力低下などによ
り嚥下︵えんげ︶機能が低
下すると﹁誤嚥︵ごえん︶性
肺炎﹂になりやすく︑肺炎

◆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】

12

生年月日③相談内容④訪問
希望日時を確認︒
問い合わせと申し込みは
三宅村子ども家庭支援セン
ター︵村民生活課内︶☎⑤
０９０４︒

、
村都民税（第１期）の納期限
30日㈫ 保育料（６月分）

東京都児童相談センター

11日㈭ 特設登記所（9:00〜12:00） 【役場臨時庁舎】

12

17

30

東京都児童相談センター こと︑成長や発達のこと︑
障害者福祉手当
から児童福祉司︑児童心理 非行︑里親についてなど
現況届の提出を
▽申込方法＝６月 日㈮
司が来島します︒お子さん
７月末まで
に関してお困りのことがあ までに電話で申し込み
りましたら︑この機会にご ※申し込みの際は①相談者
三宅村心身障害者福祉手
相談ください︒相談は家庭 氏名︑住所︑電話番号②対 当条例施行規則では︑手当
訪問が原則ですが︑他を希 象者︵お子さん︶の氏名と の支給にあたり年に一度の
現況届の提出が定められて
います︒受給者の方には個
別に通知していますので︑
春の巡回相談を実施します
７月末までに三宅村役場ま
たは各出張所への提出をお
願いします︒
▽制度の概要＝心身に障
害のある方の福祉の増進を
図ることを目的に︑心身障
害者福祉手当︵月額１万５

６月の生活カレンダー

31

18

17

23

望する場合は指定の場所で
対応します︒
▽開催予定日＝６月 日
㈫︑ 日㈬
▽相談内容＝教育上のこ
と︑しつけや性格・行動の
特設登記所（9:00〜12:00、13:00〜16:00）
【役場臨時庁舎】

10日㈬

【旧阿古保育園】

９日㈫ 乳児健康診査（13:45〜）

65

14 13

17

・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。
問い合わせ先

11

24

固定資産税（第１期）、軽自動車税（全期）
の納期限

１日㈪

20
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け
や
み
報
広
2015年（平成27年）6月1日
(3)

交通安全のつどいに
村民１００人超参加
三宅島警察署

春の交通安全運動に先立
ち５月９日︑三宅島警察署
と三宅島交通安全協会の主
催による﹁交通安全のつど
い﹂が阿古体育館で開催さ
れ︑１００人を超える村民

日㈪＝シーカヤック指導
開始︑漁業体験
問い合わせは三宅村教育
委員会☎⑤０９５２︒
︻新着本の紹介︼

﹃それでも
僕は夢を見る﹄
水野敬也著／鉄拳画・文響社

なれる感動の一冊です︒

松永弘高著・朝日新聞出版

﹃決戦！熊本城﹄

今月 の

一押

しは⁝

0

の方が参加しました︒
署員による交通安全教室
の後は演歌歌手伊達めぐみ
さんの歌謡ショーが行わ
れ︑伊達さん自身３回目の
来島ということもあり︑三
宅島への親しみを込めて
﹁望郷の詩﹂などを熱唱
し︑会場からは盛大な拍手
が送られていました︒
なお︑５月 日から 日
までの春の全国交通安全運
動の間︑三宅島警察署管内
では交通人身事故の発生は
ありませんでした︒
死亡事故は平成 年から
年連続で発生しておら
ず︑引き続き安全運転を心
がけましょう︒

0

ディスカバー

0

レベル4
（5.0ppm超）

三宅島

0

時間分月平均

128

第６回朝日時代小説大賞
優秀作︒著者は三宅島在住
です︒肥後大名加藤家の改
易︵かいえき︶の経緯を描い
た作品で︑隠された歴史の
真実に迫る長編小説です︒
図書館ではこの他にも１
万冊を超える本が皆さんを
待っています︒
三宅村図書館☎⑤１４５
３︑開館午前 時〜午後５
時︑水曜日休館︒

158

レベル2
（0.6ppm超）

レベル3
（2.0ppm超）

E

トコロジストになろう

1,413

N

三宅島郷土資料館では︑
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﹂が動き始めます︒
その第一弾として︑三宅
島の自然や文化︑その背景
にある歴史を身近に感じて
もらうトコロジスト育成講
座を行います︒トコロジス
トとはトコロ︵場所︶とジ
スト︵専門家︶を併せた
﹁その場所の専門家﹂とい
う意味の造語です︒４月下
旬には﹁トコロジスト〜場

1,596

年間

レベル1
（0.2ppm超）

な

ゆ

み

こ

かね

誕生日：平成26年
１月27日（阿古）

メッセージ

所の専門家〜﹂著者の箱田
敦只氏が来島し︑神着地区
で実地踏査を行いました︒
今回は箱田氏を講師に迎
え︑いつもの散歩コースな
どを地図を片手に徹底的に
歩き︑木や草花︑畑の作
物︑さらに文化や歴史など
その場所のことなら誰より
も詳しい専門家になること
を目指します︒自分たちの
暮らしている場所を歩き︑
三宅島のすべてをもう一度
見つめ直してみてはいかが
でしょうか？
三宅島トコロジスト養成
講座〜島の暮らし発見隊
﹁神着地区︵第１回︶﹂〜
▽開催日時＝６月７日㈰
午前 時〜午後４時
▽申込方法＝三宅村役場
と各出張所にある申込書に
必要事項を記入の上︑６月
３日㈬までに同所に提出︒
詳細などの問い合わせは
三宅村教育委員会社会教育
係☎⑤０９５２︒
※﹁ディスカバー三宅島﹂
は不定期で掲載します︒

10.1

わんぱくちゃん
兄妹なかよく
これからもすくすく
元気に育ってね！

準居住地区内の二酸化硫黄濃度の観測状況 （Ｈ26.5.1〜Ｈ27.4.30）

金子 美優菜 ちゃん

10

スダジイの森で発生するシイノトモシビダケ

S

地図からも読み解く

W

30

26 25 24 22

29

夢を諦めた主人公が︑年
老いてから夢を取り戻して
いく物語です︒
動き出しそうなモノクロ
の絵と︑読む人によってそ
れぞれ違う感動を味わえ
る︑しっとり泣けて温かく

イベント情報

※対象者・定員・参加費・申込締切はなし。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。

20 17 15

６月の小・中学校予定
︻小学校︼
日㈪＝水泳指導開始
日㈬＝着衣泳体験学習
日㈯＝学校公開︑道徳授
業地区公開講座
日㈫＝海浜教室
︻中学校︼
６日㈯＝学校公開︑進路説
明会
８日㈪〜 日㈮
＝学校公開週間
日㈪＝水泳指導開始
日㈬〜 日㈮＝期末考査
日㈭＝救急救命講習
日㈮＝地域清掃

ふれあい児童公園
駐車場

11

サッカー大会に参加

郷土資料館前

６月20日㈯ 9:00〜10:30

15

11

20

で毎年開催されています︒
試合結果は︑三宅村の中
学生チーム﹁ＦＣ三宅ジュ
ニアユース﹂が３勝１敗の
成績で昨年と同じく準優勝
となり︑三宅村の小学生チ
ーム﹁ＦＣ三宅﹂も健闘し
ましたが︑今回は惜しくも
４位となりました︒

６月６日㈯ 9:00〜10:30

神着

82
ャー泣かせのカラスバトに
三宅島自然だより
も︑その用心深さを忘れる
﹁用心深さも
ほど夢中になるものが⁝︒
この時期ばかりは⁝﹂
６月になると︑タブノキ
が真っ赤な軸に紫色の実を
一斉に実らせます︒カラス
バトはこのタブの実が大好
き︒ひとつの木に３羽も４
羽も集まっていたり︑木の
上で姿が丸見えになるのも
お構いなしについばんでい
たりするほどです︒
実が終わる７月くらいま
で︑タブノキを見つけたら
この大きなハトの姿を期待
してみてください︒
実のついたタブノキ

12

26

【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

9.4

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
（％）

※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

伊豆岬灯台展望台
イ ベ ン ト 名

第
回
大勝組杯

10

ＦＣ三宅ジュニアユース準優勝

12

10

阿古

街なかバード
ウオッチング

場所

展望台から観察。開催中はお好き
な時間にどうぞ！

実施日時

６月７日㈰、
21日㈰
6:00〜10:00

ウチヤマセンニュウ観察会

10

５月３日︑八丈島の富士
グラウンドで第 回大勝組
杯が行われ︑三宅村からは
小学生 人︑中学生９人が
参加しました︒
大勝組杯は三宅島︑御蔵
島︵今回は不参加︶︑八丈島︑
青ヶ島が参加するサッカー
の交流イベントで︑八丈島

ＦＣ三宅のメンバー
（小学生）

﹁ウッウーウ︑
ウッウーウ﹂低く
うなるような鳴き
声が印象的なカラ
スバト︒よく声を
耳にする割には人
前になかなか姿を
見せません︒来島するバー
ドウォッチャーが﹁どこに
行けば見られますか﹂と相
談しにくるのもこの鳥で
す︒そんなバードウオッチ

カラスバト

演歌歌手の伊達めぐみさん
準優勝のＦＣ三宅ジュニアユース
（中学生）
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