（外国人含む）

2015.8.1（平成27年）
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タ
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員︑松原衆議院議員︑三宅
都議会議員が祝辞を述べま
した︒
続いて三宅高校生の発表
による︑帰島 周年を記念
して制定した三宅村村民憲
章︵折込み参照︶の披露
と︑島のために尽力いただ
いた島内外の 団体へ感謝
状が贈呈されました︒

また︑こけら落としとし
て行われた坪田郷土芸能保
存会による﹁観音丸上下
節﹂と︑演歌歌手の瀬川瑛
子さんらのコンサートには
地域住民の方が観覧に訪れ
ました︒最後に︑快晴の下
で行われた餅まきは大勢の
人でにぎわい︑式典は無事
に閉幕しました︒

三宅支庁が帰島

周年でＰＲ

長太郎池海水浴場
仮設シャワー設置

17

記念式典を挙行

帰島
周年
文化会館完成
リ

80

23

30

公衆トイレ壁面に︑仮設シ
ャワーを設置しました︒
夏季シーズン中︑長太郎
池で海水浴や磯遊びなどを
楽しまれた際には︑どうぞ
ご利用ください︒なお︑シ
ャワーの利用期間は 月
日までとなります︒
問い合わせは観光産業課
観光商工係☎⑤０９２０︒

24

30

都内で放映している動画の１コマ

18

18

ＴＯＫＹＯウオーク２０１５特別編

三宅島開催

所で放映する事業です︒
①渋谷駅ハチ公前スクラ
ンブル交差点の大型ビジョ
動画放映と都庁でパネル展
ン＝７月 日〜 日
②新宿駅西口のデジタル
三宅支庁では帰島 周年 とおりです︒
三宅島ＰＲ動画を都内各 サイネージ︵電子看板︶＝
を記念し︑島の魅力を発信
７月 日〜９月 日
するさまざまな取り組みを 所で放映
なお︑この動画は三宅支
三宅島の魅力を伝える
三宅村と協力して実施して
います︒これらの取り組み 秒程度のＰＲ動画を都内各 庁ホームページに今後掲出
する予定ですので︑ぜひア
が７月３日の都知事記者会
クセスしてご覧ください︒
見で取り上げられました︒
都庁でパネル展を開催
各取り組みの詳細は次の
７月 日から 日まで都
庁第一本庁舎にて︑三宅島
の魅力を伝えるパネル展を
開催しました︒エンデュー
ロレースやジオスポットな
どの写真展示の他︑溶岩鉢
の展示や三宅島のＰＲ動画
︵前述の動画と同じもの︶
を放映しました︒
問い合わせは三宅支庁総
務課行政係☎②１３１１︒
三宅島漁協組合長

10

関 氏が 都 漁 連
会長に就任

ました︒
総会では平成 年度事業
報告や平成 年度事業計画
などが審議され︑任期︵３
年︶満了に伴う役員改選の
結果︑代表理事会長には三
宅島漁業協同組合代表理事
組合長の関恒美氏が新たに
就任しました︒

26

ウオーク

▽開催日＝ 月５日㈯
▽コース＝島内を巡る約
㌔㍍と約 ㌔㍍のコース
▽定員＝３００人
▽参加費＝小学生以上１
５００円
▽主催＝東京都︑︵一
社︶日本ウオーキング協
会︑伊豆諸島ウオーク 三
宅島実行委員会
問い合わせは伊豆諸島ウ
オーク 三宅島実行委員会
事務局☎⑤０９０２︒

25

10

携宿泊先を追加募集中です
ので︑ご協力いただける宿
泊業者の方は三宅島観光協
会☎⑤１１４４までご連絡
ください︒
問い合わせは三宅村企画
財政課☎⑤０９８４︒

27

12

20

伊豆
諸島

帰島 周年記念事業の一
つとして︑ウオーキング大
会﹁ＴＯＫＹＯウオーク２
０１５﹂特別編の三宅島で
の開催が決定しました︒
この大会は東京の魅力あ
るエリアを体験しながら歩
き︑都民の健康づくりとス
ポーツへの興味︑関心を喚
起するものです︒
申し込み開始は９月を予
定しています︒皆さんの参
加をお待ちしています︒

in

10

宿泊費補助と買い物券発行

26

都庁のパネル展

長太郎池海水浴場︵坪田
地区︶に隣接する長太郎池

31

トイレ壁面に設置されたシャワー
（右側壁面）

in

Ｒｅｓｔａ ☆ｈａ ｌｌに

感謝状を受け取った瀬川瑛子さん

in

10

文化会館愛称

21

16

６月 日︑東京都漁業協
帰島 周年記念宿泊促進事業
同組合連合会︵都漁連︶の平
成 年度通常総会が港区の
都漁連水産会館で開催され
三宅村では帰島 周年を 施しています︒この事業で
記念して宿泊促進事業を実 は︑三宅島アンテナショッ プなどの提携飲食店からチ
ラシ＝写真＝を持参した観
光客に︑島内での宿泊費補
助と島内の商店で利用でき
る特産品お買い物券を発行
します︒︵提携店舗で利用
可︑２連泊までが対象︶
▽宿泊費補助額＝１人１
泊２０００円
▽お買い物券額＝１人１
泊１０００円
なお︑企画・運営の三宅
島観光協会では本事業の提
10

７月 日︑﹁三宅村帰島 約 人の来賓を招き三宅村
周年記念式典及び三宅村 文化会館にて盛大に挙行さ
文化会館完成記念式典﹂が れました︒
式典では︑櫻田村長
と平野議長のあいさつ
に続いて三宅村文化会
館の工事概要と愛称披
露があり︑堀井朋希さ
ん︵三宅中学校１年︶
が応募した﹁Ｒｅｓ ｔ
ａ ☆ｈａ ｌｌ︵リスタ
☆ホール︶﹂と発表さ
れました︒
来賓あいさつでは東
京都知事代理の秋山副
知事を始め︑髙島都議
会議長や石原衆議院議

10

大勢の人が訪れた餅まき

演歌歌手の瀬川瑛子さんに
よる歌謡ショーが会場を盛
り上げ︑最後は盛大な打ち
上げ花火で閉幕しました︒
翌日には恒例の福引抽選
会でにぎわい︑ステージで
は郷土芸
能などに
続いて友
好都市で
ある小金
井 市 の
﹁小金井
貫井囃子
︵ぬくい
ば や し︶
﹂
が披露さ
れて会場
を大いに沸かせました︒
台風の心配もありました
が両日とも天候に恵まれ︑
会場は帰省客や地域住民で
溢れ︑夏の一大イベントは
無事に終了しました︒

10

10

10

７月 日と 日︑三宅村
商工会主催の﹁帰島 周年
記念・第 回ふれあいらん
ど三宅島マリ
ンスコーレ
フェスティバ
26

25

25

21

打上げ花火、歌謡ショーなど開催
ル﹂がふるさ
と体験ビレッ
ジ駐車場にて
開催されました︒
初日のステージでは帰島
周年記念として招かれた

10

10

マリンスコーレ21大盛況
10

☎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

.545

８月号

2,644人 （−8人）
1,717世帯（−8世帯）
平成27年７月１日現在
※カッコ内は前月１日比

ふるさと三宅村民を募集
乗船券︑宿泊費割引きなど

特典付

ご紹介ください︒
▽募集期間＝７月 日㈪
〜８月 日㈬
▽特典＝①特産品を年２
回提供②２カ月毎に広報な
ど三宅村に関する情報の提
供③東京〜三宅島間の東海
汽船乗船券の割引き︵全等
27

みんなの
コ ラ ム

10

保健係では国民健康保
険・後期高齢者医療・介護
保険の他︑国民年金・雇用
保険・母子保健・予防接
種・蓄犬登録・保健指導な
どを行い︑保育園では保育
に欠けた未就学児童をお預

10日

村民生活課長

浅沼 信彦

27

14

インターネットで
農地情報を閲覧

23

農地法の一部改正に伴い
農地台帳の整備と公表が４
月１日から義務付けられ︑
農業委員会窓口などで農地

23

島しょ

病害虫や雑草から作物を
遵守基準︵必ず守る︶ 農薬は使用しない②使用の
保護するには︑マルチや防
①適用作目以外に使用し 際は飛散防止に注意する③
虫ネットといった物理的防 ない②基準量を上回る使用 圃場・作物ごとに農薬の使
除︑耐病性の品種を選択す や希釈倍率より高い濃度に 用履歴を記録して整理する
る耕種的防除︑そして農薬 しない③決められた時期以 ︵使用年月日︑使用場所︑
の 使 用 に よ る 化 学 的 防 除 外には使用しない︵収穫前 対象農作物︑農薬の種類︑
と︑状況にあったさまざま ○ 日 な ど ︶ ④ 使 用 総 回 数 使用量と希釈倍率︶
︻農薬の使
な手段をとる
用時に必ず確
必要がありま
認する事項︼
す︒
農薬の容器
一方︑農薬
﹁農薬の適正・安全使用について﹂
には﹁適用病
は取り扱いい
かんでは作物や人畜︑環境 ︵播種から収穫までの使用 害虫と使用方法﹂の記載が
へ悪影響を及ぼす可能性が 回数︶を上回って使用しな あります︒使用前には必ず
あり︑法律で販売や使用方 い︵有効成分で制限される 確認して散布するようにし
法が規制されています︒農 ため︑同じ成分を含む農薬 てください︒
薬を適切に使用し︑効率の は注意してください︶
不明な点は当センター☎
良い防除に努めましょう︒
努力基準
⑥１４１４までお問い合わ
︻農薬使用基準︼
①最終有効期限を越えた せください

地域振興補助

の情報が閲覧できます︒
事業を募集
また︑インターネット公
表については︑５月から三
島しょ地域の団体・法
宅村の農地も閲覧できるよ 人・個人事業者などの地域
うになりました︒
振興に関する事業に対し︑
インターネットでの閲覧 経費の一部を東京都島しょ
﹁全国農地ナビ﹂ http://振興公社が補助します︒
から閲覧で
www.alis-ac.jp/
きます︒公表している項目
三宅村職員を
は次のとおりです︒
募集しています
▽農地の所在や地番地目
三宅村では一般行政職
および面積▽農振法などの
地域区分▽農地中間管理機 ︵一般・経験者︶と看護職
構が借りている農地かどう を若干名︑保育士と薬剤師
各１名を募集しています
か︑など
農業委員会窓口での閲覧 ︵別表参照︶︒お持ちの専門
インターネットで公表す 知識や働きたい意欲を行政
る項目の他に︑次の項目は に活かしてみませんか︒
職務内容や勤務条件︑応
申請により公表します︒
募書類などの詳細は総務課
▽所有者の氏名︑名称
▽賃借人等の氏名︑名称 人事係で配布︑または三宅
村ホームページにも掲載し
▽耕作者の氏名︑名称
なお︑閲覧の申請には手 ています︒多数のご応募を
お待ちしています︒島外の
数料が必要です︒
問い合わせは観光産業課 お知り合いへもぜひ周知を
農林水産係☎⑤０９９２︒ お願いします︒

級通常期 ％︑繁忙期
ど楽しめる企画が盛りだく
あじさいの里
％︑同居家族４人分まで︶
さんですのでぜひご来場く
納涼祭を開催
④島内の宿泊費の ％割引
ださい︒なお︑雨天の場合
き⑤島内外でのイベント情
あじさいの里にて恒例の は内容に変更があります︒
報の提供
▽日時＝８月 日㈰午後
納涼祭が開催されます︒
▽加入期間＝２年間︵
盆踊りや獅子舞︑模擬店︑ ５時〜８時半ごろ
月１日〜平成 年９月
問い合わせはあじさいの
お子さんに大人気のミニゲ
日︶
ーム︑寄贈によるバザーな 里☎⑤０２４８︒
▽年会費＝１万円︵申込
６月 日︑東京島しょ農 また︑役員補欠選任では監
時は２年分の２万円︶
問い合わせは三宅村商工 業協同組合第 回通常総代 事を務めていた浅岡昌さん
会が八丈町にて開催され︑ の辞任により︑これまで理
会☎②１３８１︒
平成 年度事業報告など上 事を務めていた奥山彦一さ
んが監事に
程８議案が
島しょ農協三宅島店
選出されま
全て承認さ
来年１月の廃店決定
した︒
れました︒
この中で︑伊豆大島支店︑ なお︑不在だった三宅島
新島店︑神津島店︑三宅島 店の店長には︑４月より浅
店の廃止が決定し︵廃店 岡昌さんが就任していま
日 平成 年１月 日︶︑ す︒

29

７日

住民票はお住まいの場所に

火葬許可など︑児童関係で
は児童手当・マル乳・マル
子・マル親・出産祝金・キ
ッズパス・子育て広場・子
供家庭支援センターなど︑
障害者関係では福祉手当・
医療費助成・相談員の配

29日

28

15

30 10

どの基礎になり︑村長は適
正な管理に努めることを︑
住民の皆さんには変更に関
する届出を正確に行うよう
法律で定められています︒
転出届や転居届の届出を
せずに新しい場所で生活を
始められますと︑村からの
大切なお知らせがご本人に
届かない他︑保険分野をは
じめさまざまな行政運営に
支障をきたします︒そのた
め︑定期的に居住実態が不
明な方を対象に居住調査を
行い︑適正な住民基本台帳
管理に努めていきますの
で︑皆さんのご理解ご協力
をよろしくお願いします︒

総合センター通信

今年度はこれまでの対象
事業︵地域振興に係る特産
品︑観光振興︑島おこしを
担う人材育成に関する事
業︶の他に︑新たに﹁その
他地域振興に資する事業﹂
が追加となります︒
概 要 は ① 調 査 研 究︵地 域

問い合わせは総務課人事
係☎⑤０９８１︒

に 眠 る 魅 力 を 調 査 し︑
地域
振興につなげていく事業︶
②地元の元気創生︵地域コ
ミュニティが中心となり島
内︑島外住民との交流を深
める行事などを行う事業︶
③第一次産業活性化︵第一
次産業の育成・振興に特化
した事業︶となます︒
▽募集期間＝８月３日㈪
〜 日㈪
▽募集案内の配布と申請
書類の提出先＝企画財政課
企画情報係
対象団体や事業期間︑補
助金額などの詳細は募集案
内または公社ホームページ
をご覧ください︒
問い合わせは島しょ振興
公社☎
５４７２ ６５
４６︑または企画財政課企
画情報係☎⑤０９８４︒

︻新規採用︼村民生活課
保健係＝増田好美

人事異動 ︵７月１日付︶

17

20

７月１日
２日
６日

かりしています︒
話は変わり︑今年度︑当
課では住民基本台帳の調査
を計画しています︒住民基
本台帳は選挙人名簿の登録
の他︑各種行政サービスな

随 時

26

23日
26日
27日
28日

置・タクシー助成・リハビ
リ事業など︑高齢者関係で
は見守り・配食・紙おむつ
等助成・敬老会・各福祉団
体への補助などを行ってい
ます︒

島しょ
振興公社

三宅村商工会では三宅島
への来島促進と︑三宅村の
宣伝など応援や協力をいた
だくため︑第６期﹁ふるさ
と三宅村民﹂
を募集します︒
島外在住の方ならどなた
でも加入できますので︑お
知り合いやご親戚の方々に

18日
19日

村民生活課は福祉係︑保
健係︑医療係︑みやけ保育
園で構成され︑私は福祉
係︑保健係︑みやけ保育園
を担当しています︒
各係ではさまざまな法に
基づき︑皆さんの生活に密
着した業務を行っており︑
福祉係では証明関係として
戸籍・住民基本台帳・中長
期在留者関係・印鑑証明・

03

17日

26

︻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︒

薬剤師

村長室だより
８月は後期高齢者医療保険料︑
保育料︑
村都民

保育士

平成28年
平成28年 随時
（希望に
３月１日
１月31日
応じ調整）
までの間
平成28年
10月31日㈯ 11月16日㈪
４月１日
採用者
随時
（希望に
随 時
決定まで
応じ調整）

看護職

採用日

採用試験日
応募受付後
に調整

応募締切日
採用者
（一般・経験者） 決定まで

職 種
一般行政職

平成27年６月11日から平成27年７月10日まで

水 農
産 林

募集職種についての詳細

別表

６月13日

ＮＰＯ法人園芸アグリセンター第21回三
宅島緑化活動植樹苗贈呈式出席
平成27年度三宅村シルバー人材センター
総会出席
平成27年第２回三宅村議会定例会出席
平成27年度三宅村友好・交流協会定期総
会、四者連絡会出席
東京法務局戸籍事務現地指導指導官来庁
対応
役場庁舎に関する検討会会長来庁対応
太田国土交通大臣表敬訪問
小金井三宅島友好協会来島対応
帰島10周年記念第５回三宅島少年柔剣道
大会出席
平成27年度東京都離島航路地域協議会、
日本水難救済会に係る説明会、平成27年
度第１回「島じまん実行委員会」、平成27
年度第２回伊豆諸島・小笠原諸島地域力
創造対策協議会、平成27年度公益財団法
人東京都島しょ振興公社第１回評議員
会、島嶼町村長懇親会出席
三宅島民生・児童委員委嘱状伝達式出席
三宅村文化会館視察
平成27年度東京都港湾整備振興大会、国
土交通省・水産庁要望活動、港湾整備に
係る意見交換会出席
平成27年度関東地区港湾整備・振興協議
会理事会、関東の港湾を考える意見交換
会出席
第27回三宅村安全確保対策専門家会議出席
22日

(2)
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税の納付月︒
８月 日㈪までに納めてください︒
︻防災行政無線︼放送内容を確認したい場合は

新民生児童委員決まる
加藤民子さん

28

ぜ

整形外科専門

夏本番︑そのうちには台
風のシーズンと季節の変化
がありますが︑その移ろう
季節の間で起きやすい病気
にぜんそくがあります︒
ぜんそくといえば車の排
気ガス︑工場からの排気と
いった公害︑また︑三宅島
の皆さまにとっては火山ガ
スによって引き起こされる
イメージもあるかと思いま
す︒しかし︑日々の診察で
感じるのは風邪や急な雨︑
低気圧の接近によって発作
を起こされる方が多いとい
う印象です︒
そもそもぜんそくとは︑
空気の通り道である気道の
表面に炎症が起き︑過敏性
が増している状態です︒ア
レルギーの原因物質や︑ホ
コリ︑天気の変化といった
要因で悪化し︑気道の分泌
物が増えて気管支が細くな
ることで息苦しくなる︑咳
こむ病気です︒適切な治療
をしなければ発作を繰り返
し︑炎症が慢性化して死に

鈴木

亮士

広報への掲載について

至ることもあります︒
そんなぜんそくですが︑
発作の予防ができる病気で
す︒まずタバコを止めるこ
と︒タバコの煙は気道を刺
激し︑炎症を悪化させま
す︒本人が吸っていなくて
も副流煙は周囲の人へ影響
を及ぼすため︑家族にぜん
そくの方がいる場合も止め
るべきです︒
部屋の環境整備も有効で
す︒ぬいぐるみやじゅうた
ん︑厚手のカーテン︑布の
カバーのソファーは避け︑
エアコンのフィルターや布
団のこまめな掃除も大事で
す︒またその他︑風邪をひ
かないように注意する︑イ
ンフルエンザ他の予防接種
を受けるなどといった予防
も有効です︒
そして︑処方された薬
を︑発作がないからといっ
て自己中断せず︑指定され
た通りに吸入・内服するこ
とも重要ですので︑定期受
診をお願いします︒

中央診療所医師

んそくと発作の予防

時間自動音声案内☎０４９９４⑥０８１３︒

主 任 穴原甲一郎 ２−１２３９
児童委員 山本 栄子 ６−１３６０

な方は専用電話窓口または
お近くの年金事務所へご相
談ください︒
日本年金機構専用電話窓
口☎０１２０ ８１８２１
１︵平日・土日︑午前８時
半〜午後９時︑通話料はか
かりません︒︶

木村 𠮷行 ６−０１１８

時庁舎にて行われました︒
各地区の民生児童委員の
連絡先は別表のとおりで
す︒悩み事などがあれば気
軽にご相談ください︒
問い合わせは三宅支庁総
務課福祉係☎②１３１１︒
節美 090 4541 1774
石井

を実施

26

24

坪 田 山﨑 春代 ６−００９７

年度

加藤 民子 ２−０２２８

求すること﹂﹁ＡＴＭの操
作をお願いすること﹂は一
切ありません︒
なお︑流出が確認された
方への新しい基礎年金番号
は郵送でお知らせします︒
﹁自分の情報が流出して
いるのでは﹂など︑ご心配

浅沼多津子 ５−００５０

平成

み男性は９月 日㈯︑ 日
住民健診
㈪︑ 日㈬︑女性が９月
がん健診
日㈰︑ 日㈫︑ 月１日
伊豆地区
㈭︑午前 時台は性別に関
▽実施日時＝９月 日㈯ 係なく申し込み可能︒
平成 年度の住民健診な
７月１日︑新たに伊豆地 式が︑三宅島民生児童委員
▽会場＝三宅村コミュニ 区の民生児童委員となった 協議会の早川マス子会長の
らびに各種がん検診を同時 〜 月１日㈭午前８時〜午
後３時 分※胃がん検診の ティセンター
に実施します︒
加藤民子さんの委嘱状伝達 臨席のもと︑三宅村役場臨
対象者︵別表参照︶には
個別に案内しますので︑村
民生活課保健係または各出
張所へお申し込みくださ
い︒
また︑被用者保険の被扶
養者︵ご家族︶の方の健診
も同時期に実施します︒申
込方法などについてはお問
い合わせください︒
問い合わせは村民生活課
保健係☎⑤０９０２︒
10

▽対象者＝①身体障害１
の通知を送付します︒
▽制度の概要＝重度心身 級 ︑ ２ 級 ︵ 内 部 障 害 は ３
障害者の保健と福祉の増進 級︶および愛の手帳１度︑
２度②新規
申請時に
歳未満
８月末に期限が切れます
※生活保
を図ることを目的とし︑東 護者は除きます︒所得制限
京都が医療費︵保険診療分 があります︒
問い合わせは村民生活課
の自己負担額︶の一部また
福祉係☎⑤０９０４︒
は全額を助成します︒

○ 医療証の更新

心身障害者医療費助成制
度︵通称 マル障︶の医療
証は８月末に期限切れとな
り︑今年度
障
も更新にあ
たり所得な
どの確認を
職権により行います︒
更新の該当の方には８月
下旬に新たな医療証を送付
し︑非該当の方にはその旨

森下久美子 ２−０９８８

ありません︒
年金事務所職員を名乗る
年金事務所の職員を名乗
詐欺にご注意ください
った訪問や不審な電話があ
りましたら︑その場で対応
せずに年金事務所へ確認す
るなど十分にご注意くださ
い︒なお︑年金事務所の職

【問い合わせ】
新中央航空㈱三宅島空港
☎04994‑6‑0006

神 着 早川マス子 ２−０１２５

最近︑年金事務所の職員
を装ってご自宅を訪問し︑
﹁年金手続きが終わってい
ない︒本人に代わって手続

74.3％

杉山 優子 ２−００２７

みんなの

搭乗率

就航率

山本登美子 ２−００３３

伊 豆

電 話
委員名

地 区

国民年金

※伊ヶ谷と阿古は各１人欠員。

企画財政課企画情報係☎
診療を実施
⑤０９８４︑ＦＡＸ⑤０９
整形外科専門診療を中央 ３ ２︑
miyake 03@ miyake
診療所にて実施します︒
まで︒
mura.com
受付は診療当日ですが︑
受診者多数の場合は受付を
早めに終了することがあり
ますのでご注意ください︒
▽診療日＝８月 日㈪午
前・午後︑ 日㈫午前
問い合わせは中央診療所
☎②００１６︒

86.4％

三宅
⇒調布

41.3％

調布
⇒三宅

各地区の民生・児童委員の連
絡先(平成27年７月１日現在)

別表

平野 長美 ５−１６０１

員が訪問する際は︑身分証
明書を携帯していますので
ご確認をお願います︒
問い合わせは港年金事務
所☎
５４０１ ３２１
１または村民生活課保健係
☎⑤０９０２︒

航空機の運航状況

民生・児童委員になった加藤さん
（中央）

きをするので手数料を支払
ってほしい﹂などと言い︑
その場で現金を請求するよ
うな事例が報告されていま
す︒年金事務所の職員がご
自宅を訪問し︑年金手続き
の手数料を請求することは

（H27.6.1〜6.30）

30

◆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】
◆東京法務局の特設登記所
８月は開設されません。次回の開設は９月９日㈬、
10日㈭です。

27

日本年金機
構への不正ア
クセス事案で
は皆さまの年
金情報が流出
し︑ご迷惑︑
ご心配をおか
けして申し訳
ありません︒
政府は︑皆
さまの年金を
守ることを最
優先に取り組
んでいます
が︑合わせて
皆さまに気を
付けいただき
たいことがあ
ります︒
日本年金機構を名乗り︑
口座番号を聞き出そうとす
る者や﹁流出した個人情報
を削除してあげる﹂と持ち
かける者が現れています︒
日本年金機構からこの件
で皆さまに︑﹁電話やメー
ルで連絡すること﹂や﹁お
金やキャッシュカードを要

17

11

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

18

40歳
（平成28年
３月31日時点）

26

⑥肝炎
ウイルス
検診

後期高齢者医療保険料（第２期）、村都民
税（第２期）、保育料（８月分）の納期限

31日㈪

27

40歳から74歳まで
①国民健康
（平成27年
保険
『特定健診』
９月26日時点）

定期予防接種
ＤＰＴ‑ＩＰＶ (14:30〜14:40）
日本脳炎
(14:40〜15:00）
20日㈭
ＭＲ
(15:00〜15:10）
ＤＴ２期
(15:20〜15:40）
【中央診療所】

伊ヶ谷 髙松 英夫 ２−０３８３

31

20

40歳以上
（平成28年
３月31日時点）
※勤め先や健康保険組
合などで受診機会が
ある人は対象となり
ません。

10

③胃がん検診
④肺がん
結核検診
⑤大腸がん
検診

定期予防接種
ＢＣＧ
(14:20〜14:30）
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】

27日㈭

「年金情報流出｣を
口実にした犯罪が発生

ご 注 意
ください

②後期高齢者
医療
『健康診査』

(14:20〜14:30）
【中央診療所】

27

対象者（三宅村に
住民登録のある方)

名 称

【旧阿古保育園】

18日㈫ 乳幼児健康診査

65

糖尿病などの服薬の
ない75歳以上
一定の障害がある
65歳以上（平成27年
９月26日時点）

任意予防接種

住民健診・がん検診の対象者

別表

８月の生活カレンダー

阿 古

03

（第545号）
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0

今月 の

0

しは⁝

0

レベル4
（5.0ppm超）

一押

0

時間分月平均

109

ちゃん

福井 愛奈

んわりとこころがほぐれて
きます︒著者は第１４１回
直木賞受賞者︒

106

レベル2
（0.6ppm超）

レベル3
（2.0ppm超）

﹃１％の力﹄

1,210

鎌田實著・河出書房新社

1,390

年間

9.2

レベル1
（0.2ppm超）

食べることが大好き！
三宅島のおいしいもの
をたくさん食べて、
すくすく育ってね。

準居住地区内の二酸化硫黄濃度の観測状況 （Ｈ26.7.1〜Ｈ27.6.30）

な

あん

い

ふく

夏季水泳指導
日㈮＝三宅村教育研究員
中間報告会
問い合わせは三宅村教育
委員会☎⑤０９５２︒
︻新着本の紹介︼

20

誕生日：平成25年
８月28日（伊豆）

20

北村薫著・角川書店

S

万華鏡の材料

﹃八月の六日間﹄

E

富賀神社大祭巡り神輿

三宅島

N

（都指定無形民俗文化財)

メッセージ

る楽しさを味わい︑ものづ
ディスカバー
くりへの関心や興味を育て
ていくために︑郷土資料館
の工芸室を使って﹃クラフ
夏休み親子クラフト教 ト教室﹄を開催します︒
今回は大人から子供まで
室を開催します
簡単に作ることができるキ
三宅島郷土資料館では︑ ットを使います︒実際に︑
ふるさと三宅島をもう一度 ものづくりを体験すると︑
見直し︑その魅力を再発見 身の回りにある物を使って
する﹁ディスカバー三宅島 何かを作りたくなります︒
事業﹂
が動き始めています︒ ふるさと三宅島の中に︑新
この事業では︑第１弾と しいものづくりの材料を発
して紹介した﹁トコロジス 見できるはずです︒
ト養成講座﹂以外にも︑幅
皆さんの参加をお待ちし
広い視点と長期的な観点か ています︒
らさまざまな企画を予定し
夏休み親子クラフト教室
ています︒
〜万華鏡作り〜
第２弾として︑ものを作
▽日時＝８月 日㈭
午後１時〜３時
▽場所＝三宅島郷土資料
館
▽参加費＝無料
▽定員＝ 人
申し込みと問い合わせは
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︒

W

宮出し：８/４㈫
神輿渡御
阿古→伊ヶ谷：８/５㈬
伊ヶ谷→伊豆：８/６㈭
伊 豆→神 着：８/７㈮
神 着→坪 田：８/８㈯
還 行：８/９㈰

！

海友︵２年︶
バドミントン島嶼大会
▽ダブルス準優勝＝山田
２連覇 シングルス優勝
海友︵２年︶︑村上乃愛
７月５日︑港区御成門中 ︵１年︶
学校にて﹁東京都中学校バ
ドミントン夏季選手権大会
Ｆブロック︵島嶼地区︶大
会﹂が行われました︒
三宅村からは中学生３人
が出場し︑シングルスは２
連覇を達成して都大会への
出場権を獲得︑ダブルスは
惜しくも準優勝となりまし
た︒
▽シングルス優勝＝山田

アカコッコ館は夏休み期間中（７月18日〜８月31日）は毎日開館しています！
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。

たった１％︑視点をかえ
てみる︒たった１％︑誰か
のために生きる︒１％なら
何かはじめられそうな気が
してきます︒少しだけ日々
の暮らし方を変えてみたく
なる一冊です︒
三宅村図書館☎⑤１４５
３︑開館午前 時〜午後５
時︑水曜日休館︒

要申込

27

28

ひたむきに仕事をしてき
た主人公は︑人生の不調が
重なった時に山歩きと出会
います︒登り始めた山々で
巡り合った四季の美しさや
さまざまな出会いに︑心が
救われていく物語です︒じ

８日㈯、15日㈯ 19:00〜21:00

82
８月の小・中学校予定
︻小学校︼
７日㈮＝平 成 年 度 へ き
地・小規模校教育
研究発表会
日㈪〜 日㈭＝夏季水泳
指導
日㈮＝三宅村教育研究員
中間報告会
日㈯＝ＰＴＡ海遊び
︻中学校︼
日㈰〜 日㈯＝第８回全
国離島交流中学生
野球大会︵長崎県
五島市︶
日㈪〜 日㈭＝学習会・

夜の森ウオッチング

29

【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。

8.7

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）

スポーツ連盟から約１４０
東京都ダンススポーツ連盟
社交ダンス披露 人が来島し︑三宅村コミュ
ニティセンターで開催され
７月４日︑東京都ダンス た交流会では鮮やかな衣装
での社交ダンスが披露され
ました︒また︑初心者を対
象とした講習会には 人以
上の方が参加し︑会場は華
やかで活気ある空気に包ま
れました︒
その後の懇親会では島の
食材を使った料理などが振
る舞われ︑伊ヶ谷郷土芸能
保存会の獅子舞も披露され
ました︒

13日㈭、14日㈮ 9:00〜12:00
19日㈬
11:00〜14:00

イベント情報

土方海岸おさかな教室

実施時間内
であればい
つでも参加
可能。

10

長太郎池おさかな教室

１日㈯、２日㈰ 10:00〜13:00
16日㈰、18日㈫ 11:00〜14:00

27

27

い点を持つものが多くいま
三宅島自然だより
す︒生まれたばかりで生き
﹁目玉模様に
抜くための技や知恵に乏し
守られています﹂
い幼魚は︑肉食の動物にと
っては格好の獲物︒そこで
急所である本当の目を隠
し︑致命傷になりにくい偽
の目に敵の注意を向けさせ
る役割があると考えられて
います︒
名前が分からなくても︑
これは幼魚かな？と考えな
がら観察するのも楽しいで
すね︒
フウライチョウチョウウオの幼魚

24

28

23

29

24

41

大会に出場した３人（左から宮澤
さん、山田さん、村上さん）
柔剣道大会に出場した小・中学生ら

子どもたちにと
っては待ちに待っ
た夏休み︒この時
期は海の中も魚の
子ども︵幼魚︶た
ちでにぎわってい
ます︒
三宅島の海で生まれたセ
ダカスズメダイ︑もっと南
の海で生まれたフウライチ
ョウチョウウオなど︑色も
形もさまざまな幼魚が泳い
でいます︒とはいえ成長し
ても小さな魚もいるため︑
どれが幼魚なのか分からな
いという人もいるかもしれ
ません︒
そこでヒントを紹介しま
す︒実は︑幼魚には背ビレ
や尾ビレの近くに大きな黒

0.02

※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。

1時間値 0.1ppm超
（％）

備考
開催日時
イ ベ ン ト 名

30

どが準備したカレーを食
べ︑交流を深めました︒

30

三宅島少年柔剣道大会

小︑中学生 人が
熱戦繰り広げる
10

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

30

６月 日︑﹁帰島 周年
第５回三宅島少年柔剣道大
会﹂が三宅村コミュニティ
センターにて開催されまし
た︒
大会には御蔵島からの選
手２人を含む小・中学生
人が参加し︑熱戦が繰り広
げられた会場には威勢の良
い声が響いていました︒大
会終了後は三宅島母の会な
28

披露された社交ダンス
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