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2015.9.1（平成27年）

第

回三宅島産業祭を開催

の出品者募集

展 示
品評会

多くの応募をお待ちしてい
ます︒
▽募集締切＝ 月 日㈫
▽応募資格＝三宅村住民
の方
▽応募方法＝観光産業
課︑各出張所︑ＪＡ東京島
しょ三宅島店︑三宅島観光
協会︑三宅村商工会にて申
し込み
▽出品物＝三宅島で生産
した物に限る︒※出品規格
などの詳細は参加申込書を
ご覧ください︒
問い合わせは第 回三宅
島産業祭実行委員会事務局
☎⑤０９９２︒

津軽三味線の調べにのせ
三宅島自然ふれあい大使
を務める４代目江戸家猫八 た 民 謡 を じ っ く り と 響 か
さんの独演会︑および民謡 せ︑時には猫八さんの動物
ものまねも
歌手の千田
江戸家猫八独演会と
加わる︑に
けい子さん
民謡ＳＨＯＷを開催
ぎやかなひ
と津軽三味
線奏者の小山浩秀さんによ と と き を お 楽 し み く だ さ
る民謡ＳＨＯＷが開催され い︒
入場無料︑申し込み不要
ます︒
ですので︑たくさんのご
来場をお待ちしていま
す︒
▽日時＝９月 日㈮午
後５時半〜午後７時
▽会場＝リスタ☆ホー
ル︵三宅村文化会館︶
問い合わせはアカコッ
コ館☎⑥０４１０︒

周年パネル展

８月 日から 日まで小
金井三宅島友好協会と三宅
島観光協会による﹁三宅島
帰島 周年写真パネル展﹂
が小金井市の小金井宮地楽

器ホールで開催されまし
た︒会場には延べ約８００
人が訪れ︑帰島後から現在
に至る三宅島の風景写真や
映像︑友好協会の活動を紹
介した展示などに見入って
いました︒
初日のセレモニーでは友
好協会の神島せつ子会長が
﹁この機会に自然豊かな友
好都市三宅村を知り︑ぜひ
多くの方に訪れていただき
たい﹂
とあいさつしました︒
また︑先着１００人の来
場者には三宅村提供のアシ
タバが配布されました︒

小金井市で 約８００人が来場

三宅島帰島
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農産物
月 日㈯︑三宅村阿古
体育館︑三宅島郷土資料館
および三宅村役場臨時庁舎
駐車場内にて第 回三宅島
産業祭を開催します︒
皆さんに三宅島の特産品
や農林水産業︑商工業を広
く知ってもらうため︑農産
物の展示・品評会︑物産卸
売販売や昔から伝わる島の
料理の販売︑参加型の催し
物も用意しています︒
また︑農産物の展示・品
評会に出品する農産物を募
集します︒﹁三宅島の農産物
を広く知ってもらおう ﹂
﹁自慢の農産物を出品しよ
う ﹂という皆さんからの

島内の男性参加者募集
日

16

７月 日︑都内にて国土交通省関
東地方整備局と三宅村他３村が﹁災
害時の情報交換に関する協定﹂をそ
れぞれ締結しました︒
今回の協定により関東地方整備局
は︑災害発生︵台風や地震︑火山災
害など︶の恐れのある段階から情報
連絡員を村の災害対策本部へ派遣
し︑被災情報などの収集・共有を行
うとともに必要な支援を行います︒
島しょ地域という地理的条件から
さまざまな課題が生じますが︑平素
から連携協力を図ることにより迅速
かつ的確な災害対処が実施可能にな
ります︒
問い合わせは総務課防災危機管理
係☎⑤０９３５︒

島しょ総合防災訓練を実施

！

三宅島 島コンツアー開催
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16
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月 〜

10

防災関係機関の災害発生 止となりましたが︑今年度 けますようお願いします︒
詳細は現在調整中ですが
時 の 応 急 対 策 に 関 す る 検 改めて実施することとなり
証・確認と住民の防災意識 ました︒当日は︑津波や火 決定次第チラシなどで順次
お知らせしま
の高揚を図る
すので︑皆さ
ため︑東京都・
んのご協力を
三宅村・御蔵
都︑三宅村︑御蔵島村合同で
お願いしま
島村合同総合
防災訓練を︑ 月 日㈬に 山噴火の避難訓練を予定し す︒
問い合わせは総務課防災
ており︑平日ではあります
実施します︒
昨年は台風接近により中 が多くの方にご参加いただ 危機管理係☎⑤０９３５︒

10

江戸家猫八さん

10

付数が予定数に達したた
め︑予約受付を終了とさせ
ていただきました︒
多くの方のご利用︑誠に
ありがとうございました︒
問い合わせは三宅村企画
財政課☎⑤０９８４︒

来場者に説明する協会員

12

10

▽対象＝三宅島在住の
歳以上の独身男性で転勤の
可能性が低い方︵定員 人︶
▽募集締切＝９月 日㈮
︵定員となり次第募集終了
となる場合があります︶
▽参加費＝ 日㈭からの
参加は２万円︑ 日㈯から
の参加は１万５０００円
▽主催＝プロジェクトチ
ーム・スリープレイ︵三宅
村ふれあい交流事業推進協 帰島 周年記念
議会︶
宿泊促進事業予約
問い合わせと申し込みは
受付終了のお知らせ
三宅村商工会青年部☎②１
３８１︑女性参加者募集に
７月１日から実施してい
ついては三宅島観光協会☎ ました帰島 周年記念宿泊
⑤１１４４︒
促進事業は︑好評につき受

20

11

！

結婚を希望する島内の男
性と島外の女性が出会う機
会として︑３回目となる三
宅島島コンツアーを開催し
ます︒これに伴い島内から
男性参加者を募集します︒
︿ツアー行程﹀
月 日㈭ 男性参加者
は定期船で上京︑都内泊︒
日㈮ 都内で女性参加
者と夕食会︒その後︑定期
船で三宅島へ出発︒
日㈯ ドルフィンウオ
ッチング︵予定︶やバーベ
キューなどで交流︒
日㈰ 午前中はフリー
タイム︑定期船で帰京する
女性参加者を見送り︒
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行政を進める上で最も基本
三宅村プレミアム商品券を発行
となる人口構造や世帯構
成︑居住状況を明らかにす
ら全戸配布されるチラシを るために行われます︒
日本に住んでいるすべて
ご確認ください︒
問い合わせは三宅村企画 の人が対象となり︑調査へ
財政課⑤０９８４または三 の回答は﹁インターネット
回答﹂と﹁調査票の記入﹂
宅村商工会②１３８１︒
の２つの方法があります︒
９月から 月にかけて身
国勢調査が
分証を持った調査員︵村職
行われます
員︶が担当地区を巡回し︑
調査に関する書類やチラシ
を戸別に配布します︒
回答へのご協力をよろし
くお願します︒
問い合わせは企画財政課
企画情報係☎⑤０９８４︒
10

18

協定書を手にする櫻田村長
（右）
と越智局長

５年ごとに実施される国
勢調査が︑ 月１日を調査
基準日として９月から全国
一斉に行われます︒
国勢調査は統計法で定め
られた重要な統計調査で︑

10

15

災害時情報交換協定締結
三宅村内の消費拡大と地
域経済の活性化を目的と
し︑プレミアム付きのお得
な商品券を発行します︒
▽販売価格＝１冊１万円
︵１０００円券× 枚︑１
冊１０００円分お得︶
▽販売日＝９月下旬〜
月中旬
▽使用期間＝ 月１日㈭
〜１月 日㈰
なお︑販売日や購入方
法︑使用方法などは︑今後
三宅村ホームページに掲載
するほか︑三宅村商工会か
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国交省関東地方
整 備 局と三宅村他３村
31

☎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

.546

９月号

2,641人 （−3人）
1,717世帯（±0世帯）
平成27年８月１日現在
※カッコ内は前月１日比

ょ地域中小企業等振興補助
火山ガス発令放送の誤報について
事業を募集します︒
申請には中小企業振興公
をすでに行い︑正常に作動
社の﹁東京都地域中小企業
しています︒
問い合わせは総務課防災 応援ファンド地域資源活用
危機管理係☎⑤０９３５︒ 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︑
中小企業等振興
この結果を踏まえ交付・不
補助事業を募集
交付が決定されます︒
▽ファンド助成事業への
島しょ振興公社による平
成 年度第２回東京都島し 申請書類提出日＝ 月９日
11

６日

10日

社会教育係の主な業務
は︑文化財の保護︑図書館︑
郷土資料館︑文化会館など
の社会教育施設の管理運
営︑また︑各スポーツ団体の
育成・助成などがあります︒

千葉

弘幸

学校教育と社会教育

備︑また︑給食センターも
所管しています︒
今年度は三宅村の児童・
生徒の学力向上を図るため
に︑学校と連携して﹁三宅
村学力向上委員会﹂を設置

みんなの
コ ラ ム

教育課長

㈪〜 日㈮︵ 月 日㈮ま ーエプソン株式会社︑日本
でに希望日を事前に申し込 ヒューレット・パッカード
み︶▽ファンド助成事業へ 株式会社︑レックスマーク
の問い合わせは︵公財︶東 インターナショナル株式会
社︶が進めている︑使用済
京都中小企業振興公社☎
みインクカートリッジの回
３２５１ ７８９５︒
▽島しょ地域中小企業等 収から再資源化までを行う
振興補助事業の募集期間＝ リサイクル活動﹁インクカ
ートリッジ里帰りプロジェ
月１日㈭〜 月 日㈮
▽各種様式＝島しょ振興 クト﹂に参加しました︒
これに伴い使用済みイン
公社ホームページ内﹁島民
の方々へ﹂ページに掲載︒ クカートリッジの回収箱を
▽募集案内配布と申請書 三宅村役場臨時庁舎と三宅
類提出先＝企画財政課企画 村クリーンセンターに設置
しました︒
情報係☎⑤０９８４
対象のインクカートリッ
問い合わせは︵公財︶東京
都島しょ振興公社☎
５ ジはプリンターメーカー６
社の純正品となります︒リ
４７２ ６５４６︒
サイクルの障害になるた
め︑著しく破損しているも
インクカートリッジ の︑改造品︑カートリッジ
里帰りプロジェクト 以外のものは回収箱に入れ
三宅村が参加 ないでください︒
対象のインクカートッリ
三宅村はプリンターメー ッジを廃棄する際はぜひご
カー６社︵ブラザー工業株 利用ください︒
問い合わせは地域整備課
式会社︑キヤノン株式会
社︑デル株式会社︑セイコ 環境整備係☎⑤０９３８︒

島しょ

総合センター通信

︻準備︼
１平方㍍当たり堆肥３㌔
㌘︑化成８号１００㌘︑油
かす１００㌘︑熔リン ㌘
を目安に肥料を与えます
︵イチゴ専用の配合肥料で
も可︶
︒うねを立てる場合は
高さ ㌢程度にします︒
︻植えつけ︵ 月頃︶︼
苗はランナー︵根
元から出る細い茎︶
が残り︑クラウン
︵葉のつけ根︶が太
くしっかりとしてい
るものを選びます︒
クラウンを完全に埋
めないように ㌢間
隔で植えます︒うね
の内側にランナーが
くるようにすると︑
反対側に花が咲くた
め収穫が簡単になり
ます︒
︻冬の管理︼

﹁家庭菜園でもおいしいイチゴを﹂

イチゴは冬の果物の印象
が強いですが︑本来の旬は
５月頃です︒家庭菜園での
イチゴ栽培は秋に植えて翌
年春から収穫と︑約半年間
かけてじっくりと育てま
す︒今回は畑での栽培方法
を紹介しますが︑プランタ
ーでも同様にできます︒

人が寄附

三宅村ふるさと応援
関東に住む

20

冬の間は葉が地面に貼り
付くように広がったまま成
長しません︒時々枯れた葉
を取り除き︑２月下旬の葉
が立ち上がってきた頃に追
肥︵化成８号を１株当たり
３㌘︶をします︒花が咲き
出したら同量をもう一度追
肥し︑泥はねや果実の汚れ
防止のため敷きわらやすだ
れなどを株元に敷きます︒
︻授粉と収穫︼
柔らかい筆で花の中心を
なでるように人工授粉し︑
開花から１カ月以上過ぎ果
実が赤く色づくと収穫です︒
︻品種︼
家庭菜園では宝交早生や
女峰といった少し昔の品種
を栽培する方が成功しやす
くなります︒しかし︑現在
は白いイチゴや香りの良い
イチゴ︑大粒のイチゴなど
いろいろな種類があり︑好
きなものを栽培してみると
楽しいかもしれません︒
農作物や病害中の試験に
対する要望は︑当センター
☎⑥１４１４まで︒

とうございました︒
万円︵ 万本︶※発売総額
問い合わせは企画財政課 ３９０億円・ ユニットの
財政係☎⑤０９８８︒
場合
▽発売期間＝９月 日㈪
〜 月 日㈮
オータムジャンボ
▽抽せん日＝ 月 日㈮
宝くじ ９月 日発売
問い合わせは︵公財︶東
京都区市町村振興協会☎
５２１０ ９９４５︒

イチゴの苗

この宝くじの収益金は市
町村の明るいまちづくりや
環境対策︑高齢化対策など
地域住民の福祉向上のため
に使われます︒
▽等級と当せん金額＝１
等３億円︵ 本︶︑前後賞１
億円︵ 本︶︑２等１０００
万 円 ︵ 本 ︶︑３ 等 万 円
︵１万３０００本︶︑４等１

13

︻主任級︼観光産業課農
林水産係＝宮崎良太︑地域
整備課水道係＝前田誠
︻新規採用︼村民生活課
医療係＝替地亜衣

人事異動 ︵８月１日付︶

10

ランナー

川県︶３万円▽稲葉恵子様
︵千葉県︶３万円▽中里治
子様︵神奈川県︶ 万円▽
杉山和芳様︵東京都︶１万
円▽高橋美恵様︵東京都︶
６万円▽匿名希望４人計
万円︵順不同︶
頂いたご寄附は三宅島の
発展のため︑教育文化の振
興︑自然環境の保全︑
保健・
医療・介護・福祉の向上に
使わせていただきました︒
温かいご支援︑誠にありが

28

23

03

三宅村ふるさと応援寄附
は︑個人が三宅村に寄附︵ふ
るさと納税︶を行った場合
に︑寄附額のうち２０００
円を超える分について︑所
得税と住民税から原則とし
て全額が控除される制度で
す︵一定の上限あり︶︒
平成 年度は前年度から
７人増え︑次の 人の方に
ご寄附いただきました︒
▽村上竹彦様︵東京都︶
万円▽萩野敏郎様︵神奈

03

26

16

13

10

30

コロジスト育成講座やクラ
フト教室を実施していま
す︒皆さんの参加をお待ち
しています︒
また︑新設された文化会
館を中心にコンサートや寄
席などを開催し︑芸術文化
の普及振興にも取り組んで
まいりますので︑皆さんの
ご理解とご協力をお願いし
ます︒
さらに︑帰島 周年記念
事業としてスポーツ推進委
員が主体となり︑９月 日
㈰には﹁おたのしみ運動
会﹂が開催されますので︑
ぜひご参加いただきたいと
思います︒

10

３日

50

30

10

27日

水 農
産 林

16

10

28

こちら側に花がつく

10

31日
８月１日

郷土資料館を拠点に﹁ふ
るさと発見ディスカバー三
宅島事業﹂を展開して︑島
内の歴史・文化に触れ︑ふ
るさと三宅島を再発見し郷
土愛の育成を図るため︑ト

10

27

し︑学力調査の結果分析︑授
業改善案の検討︑また︑昨年
度児童・生徒に一人一台導
入されたタブレット端末の
効果的な活用法の研究など
に取り組んでいます︒

26

19日
25日

13

03

13

平素皆さまにお知らせし
いる火山ガスの注意報・警
報ですが︑７月と８月に１
回ずつ誤ってレベル４が発
令されました︒皆さまには
大変ご迷惑をおかけし申し
訳ございませんでした︒原
因は︑観測機器の基盤が故
障し︑異常値となったため
でした︒現在は機器の交換

４月１日付で教育課に異
動となりました︒よろしく
お願いいたします︒
教育課は教育委員会の事
務局であり︑学校教育係と
社会教育係で構成されてい
ます︒
学校教育係の主な業務
は︑就学事務︑奨学金など
の就学援助︑校舎やグラウ
ンドなどの教育施設の整

20

10

︻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︒

13

15日

調布飛行場管理事務所管理室長来庁対
応、三宅島産業祭実行委員会出席
三宅村総合教育会議出席、JA東京島し
ょ理事来庁対応、東京都三宅島空港保
安委員会出席
牛頭天王祭出席
三宅村帰島10周年記念式典および三宅
村文化会館完成記念式典、第21回ふれ
あいらんど三宅島マリンスコーレ21フ
ェスティバル出席
東京都市町村職員退職手当組合構成団
体長会議、平成27年度道路整備促進期
成同盟会東京都協議会総会、東京都町
村会役員会、平成27年度第２回東京都
町村長会議、平成27年度東京都簡易水
道協会通常総会、
「災害時の情報交換に
関する協定」４村合同締結式出席
三宅村農業委員会会長来庁対応
三宅島ビルフィッシュトーナメント表
彰式出席
平成26年度東京都島嶼町村会会計決算
監査、平成28年度東京都予算編成に対
する要望実行運動出席
東京都子ども会連合会三宅島キャンプ
開村式出席
気象庁火山課長来庁対応
７月13日

後期
期高
高齢
齢者
者医
医療
療保
保険
険料
料
︵第
第３
３期
期︶
︶
︑
介護
護保
保険
険料
料
︵第
第２
２期
期︶
︶
︑
国民
民健
健康
康保
保険
険
後
︵
︑
介
︵
︑
国

52

26

村長室だより

11

10

クラウン

16

平成27年７月11日から平成27年８月10日まで

(2)
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問い合わせ先

︻防災行政無線︼放送内容を確認したい場合は

時間自動音声案内☎０４９９４⑥０８１３︒

がんについて

77.9％

【問い合わせ】
新中央航空㈱三宅島空港
☎04994‑6‑0006

﹁動物愛護週間﹂です

肺

ださい︒なお︑今年の舞台
都立三宅高校
発表は午後のみとなりま
す︒
三高祭を開催
佑樹
中央診療所長 舘野
▽日時＝９月 日㈰︑午
９月 日㈰
早期発見には肺がん検診
前９時〜農産物販売︑午前
肺がんは気管支や肺に発
今年も都立三宅高校で三
時〜体育棟開場︑午後０ 生 す る が ん の 総 称 で ︑ 現 で行われる胸部レントゲン
高祭︵文化祭︶が開催され 時半〜開会式・舞台発表
在︑罹患率・死亡率が共に 写真が有効です︒胃がん検
ます︒展示・舞台発表・農
▽場所＝三宅高校
３位以内に入る病気です︒ 診の胃透視︵バリウム︶や
産物販売などが行われます
問い合わせは都立三宅高
早期であれば手術により 胃カメラと比較すれば痛く
ので︑皆さんぜひご来場く 校☎⑥１１３６︒
根治が可能ですが︑進行す もかゆくもない検査ですの
ると全身へ転移しやすく︑ で︑ぜひ積極的に受けるこ
化学療法や放射線療法が選 とをお勧めします︒また︑
択されることもあります︒ 胸部レントゲン写真であれ
医学が進歩した現在でも治 ば診療所でも容易に撮るこ
９月 日から 日まで
療が難しく︑それが高い死 とができますので︑定期受
亡率の原因となっています︒ 診の折に相談をしていただ
肺がんの原因は何といっ くことも可能です︒
肺がんを疑う病変があっ
ても喫煙です︒非喫煙者と
比較して喫煙者の肺がん発 た場合︑通常はまずＣＴを
生率が高いことは紛れもな 撮影し︑その後に気管支鏡
い事実で︑喫煙者を家族に など組織を採取する検査を
持つ人も肺がん発生率が上 行い︑最終的な診断という
がる可能性が指摘されてい 流れになります︒診療所で
ます︒非喫煙者でも肺がん は︵画質は内地より劣りま
になることがあるため︑喫 すが︶ＣＴ検査までは可能
煙していないから安心とい で︑肺がんを疑う状況の場
合は︑こちらである程度検
うわけでもありません︒
肺がん初期は症状が出に 査を行った上で内地に紹介
くく︑血痰︵けったん︶や することができます︒
肺がんについて疑問や不
咳が続くなどの症状が出た
時にはかなり進行している 安がある方は診療所までご
ことも少なくありません︒ 相談ください︒

搭乗率

就航率

27

の動物には名札などを着け
ましょう︒
災害に備えて
災害が発生した場合︑ま
ずは人命第一です︒飼い主
が無事でなければ動物は災
害を乗り切れません︒ま
た︑普段から人や他の動物
を怖がらない︑トイレは決
められた所でするなどのし
つけをし︑動物の防災用品
も備蓄しておきましょう︒
問い合わせは東京都福祉
保健局健康安全部環境保健
衛生課☎
５３２０ ４
４１２または村民生活課保
健係☎⑤０９０２︒

84.7％

三宅
⇒調布

48.7％

調布
⇒三宅

動物は正しく終生飼養
飼い主は動物を飼育する
上で︑その習性や生理をよ
く理解し︑愛情をもって終
生飼養する責任がありま
す︒日頃から健康管理に気
を配り︑犬には狂犬病の予
防注射を必ず受けさせまし
ょう︒
身元の表示
迷子になり飼い主の元に
戻ることができない動物は
少なくありません︒飼い主
の責任の所在を明らかに
し︑迷子になった動物の発
見を容易にするためにも︑
犬には鑑札を︑猫やその他

国民年金

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

航空機の運航状況

無料

24

退職︑就職の際は種別変
更の届出が必要な場合があ
り︑この届出を忘れると年
金が受け取れないこともあ
ります︒手続き
には年金手帳を
添え︑その都度
忘れずに行って
ください︒
国民年金に関
する問い合わせは港年金事
務所☎
５４０１ ３２
１１︑または村民生活課保
健係☎⑤０９０２︒

（H27.7.1〜7.31）

シルバーパス更新
９月１日㈫から

業や農業・漁業︑ 歳以上
国民年金種別変更の届
の学生︑フリーターの方
出をお忘れではありま
▽第２号被保険者＝厚生
せんか？
年金や共済年金に加入して
国民年金制
度は︑国内に
みんなの
居住する 歳
から 歳まで
のすべての方
に加入が義務
付けられており︑加入種別 いる方
▽第３号被保険者＝第２
は次の三種類に分かれてい
号被保険者に扶養されてい
ます︒
▽第１号被保険者＝自営 る配偶者の方

10

民営バス（村営
バスも含む）

26

03

03

１年間

３年間
※精神手帳は２年間
有料
※障害者手帳の提示で半額
有効期間

０円

非課税者 1,000円
課税者 2万510円

20

発行手数料

都営交通無料乗車券
身体・知的・精神手帳
の所持者
シルバーパス

10 11

後期高齢者医療保険料（第３期）、保育料（９
30日㈬ 月分）、介護保険料（第２期）、国民健康保険税
（第２期）の納期限

10

税
︵第
第２
２期
期︶
︶
︑
保育
育料
料
︵９
９月
月分
分︶
︶
は９
９月
月 日
日㈬
㈬ま
まで
でに
に納
納付
付し
して
てく
くだ
ださ
さい
い︒
︒
税
︵
︑
保
︵
は

任意予防接種（14:20〜14:30）【中央診療所】

70歳以上の方

27

10

定期予防接種
DPT‑IPV （14:30〜14:40）
17日㈭ 日本脳炎 （14:40〜15:00）
ＭＲ
（15:00〜15:10）
ＤＴ２期 （15:20〜15:40） 【中央診療所】

券 種

64

10

年度﹁敬老の集い﹂

特設登記所開設（9:00〜12:00）
【役場臨時庁舎】

対 象 者

60

平成

10日㈭

両制度の違い

別表

65

03

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】

24日㈭

27

・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。

27

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

20

30
30

シルバーパスの更新は９ 税非課税証明書
▽手数料＝住民税非課税
月１日㈫から観光産業課企
の方は１０００円︑課
業係または各出張所で
月３日︵火・祝日︶に開催します
税の方は２万０５１０
行えます︒手続きの際
円
は次の必要書類と手数
長年にわたり三宅島の地 は抽選となります︒
なお︑東京都シルバ
▽ 開 催 日 時 ＝ 月 ３ 日 料をご持参ください︒
域社会に貢献してこられた
ーパスを現在お持ちの
▽必要書類＝①シル
皆さんの功績とご長寿をお ︵火・祝日︶午前 時より
方には東京バス協会か
バーパス更新申込書②
▽会場＝阿古体育館
祝いするため︑平成 年度
ら﹁シルバーパス更新
▽対象者＝三宅島にお住 使用中のシルバーパス
﹁敬老の集い﹂を開催しま
手続きのご案内﹂が８
す︒参加される方は９月末 まいの 歳以上または 歳 ③運転免許や保険証な
月下旬に届いています︒
までに村民生活課または各 以下の老人クラブ加入者の ど本人確認ができるも
問い合わせは観光産業課
の④平成 年度介護保険料
出張所にてお申し込みくだ 方
なお︑当日は会場まで無 納入決定通知書または住民 企業係☎⑤０９０８︒
さい︒
また︑各老人クラブの演 料バスを運行します︒各バ
芸とは別に２組︵各 分︶ ス停の時刻は広報みやけ
都営交通無料
の演芸枠がありますので︑ 月号︑掲示板︑ＩＰ告知端末
乗車券のご案内
出演を希望される方も９月 などにてお知らせします︒
問い合わせは村民生活課
末までにお申し込みくださ
障害者手帳をお持ちの方
い︒出演希望が多数の場合 福祉係☎⑤０９０４︒
を対象に︑都営交通︵都
電・都バス・都営地下鉄︶
および日暮里・舎人ライナ
ーを無料で利用できる都営
交通無料乗車券を発行して
います︒
ただし︑シルバーパスと
の併用はできませんので︑
両制度に該当する方は別表
を参考の上︑どちらかを選
択してください︒
問い合わせは村民生活課
福祉係☎⑤０９０４︒
◆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】

11

９日㈬

東京都では島しょにお住 曜日︑午後１時〜４時
▽事前予約受付日時＝月
まいの方を対象とした︑弁
護士の法律相談︵電話相談︶ 〜金曜日︑午前９時〜午後
を無料で実施しています︒ ５時
※祝日・年
相談時間内
無料の島しょ法律
末年始の閉庁
は予約なしで
電 話 相 談 を 実 施 日を除く︒
直接相談でき
▽相談・予約・問い合わ
ますが︑他の方が相談中の
場合もあるため︑事前に予 せは東京都生活文化局都民
の声課☎
約されると確実です︒
５３８８ ２
▽相談日時＝月・水・金 ２４５︒

９月の生活カレンダー

27
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したが︑参加者は自然豊か
な三宅島を満喫しました︒

宮出しされた神輿

︻直木賞︼

東山彰良著・講談社

﹃流﹄

今月 の

一押

しは⁝

メッセージ

ＷＥＲＩＤＥ三宅島

開催

講座・学校公開
問い合わせは三宅村教育
委員会☎⑤０９５２︒
︻新着本の紹介︼
今回紹介する本は︑７月
に発表された第１５３回芥
川賞と直木賞の受賞作で
す︒
︻芥川賞︼

又吉直樹著・文藝春秋

準居住地区内の二酸化硫黄濃度の観測状況 （Ｈ26.8.1〜Ｈ27.7.31）

く

み

や

たか

親子

12

ちゃん

髙谷 美空

人が参加

42

﹃火花﹄

※小学生以下は保護者の付き添いがあれば参加可能。
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。

サマー
キャンプ

18

82
９月の小・中学校予定
︻小学校︼
１日㈫＝始業式・総合防災
訓練
３日㈭＝学校公開・水泳記
録会
４日㈮＝水泳指導終了
８日㈫＝交通安全教室
日㈮＝薬物乱用防止教室

in

８月 日︑﹁ＷＥＲＩＤ
Ｅ三宅島・親子サマーキャ
ンプ﹂が開催されました︒
島内外から小・中学生の
親子 人が参加し︑ミニバ
イクの運転に挑戦した他︑
伊ヶ谷港での海遊びや満天
の星空を楽しみました︒
台風の影響で２日半の日
程が１日になってしまいま

0

もっと知りたい

0

﹃スクラップ・
アンド・ビルド﹄

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

この他に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︒

85

時間分月平均

レベル2
（0.6ppm超）

レベル3
（2.0ppm超）

三宅島に大自然を体験
しにくる子どもたち

9

島市(第27回)

８月 日から 日まで小
金井市と三宅村共催の﹁小
金井キッズサマースクー
ル﹂が今年も開催され︑小
金井市の小学生 人が来島
しました︒
児童らは郷土資料館見学
や火山体験遊歩道の散策な
どで三宅島の歴史と火山に
ついて学び︑伊ヶ谷港では
シュノーケリングやシーカ

56

年間

1,145

羽田圭介著・文藝春秋

みましょう︒体の大きさや
くちばしの色などの違いが
見つかるかもしれません︒
ちなみに﹁アオ﹂や﹁ク
ロ﹂と名前につくサギは実
際にいます︒アオサギは今
年の春︑三宅島でよく見ら
れ︑変わった鳥がいると評
判になりました︒また︑ク
ロサギは少ないものの１年
を通して三宅島で生活して
います︒

来島した小金井市の小学生

ヤックに挑戦しました︒ま
た︑三宅小学校の児童や郷
土芸能保存会の方など島民
との交流も楽しみました︒
海や山などの大自然と普
段の生活ではふれあう機会
の少ない都会の子どもたち
が︑夏休みを利用して大自
然を体験できる場として三
宅島に来島してくれる団体
はいくつかあります︒
８月６日から 日には東
京都子ども会連合会主催の
﹁２０１５自然体験活動
三宅島﹂で中・高校生 人
が来島し︑７日から 日に
は野外教育事業所ワンパク
大学主催の﹁三宅島自然体
感キャンプ２０１５﹂で
小・中学生 人が来島し︑
三宅島を満喫しました︒
こういった子どもたちを
はじめ三宅島を訪れた多く
の方にとって︑夏の素敵な
思い出になったのではない
でしょうか︒
※このコーナーに関する
問い合わせは企画財政課企
画情報係☎⑤０９８４︒

1,261

19

30

誕生日：平成26年
４月23日（坪田）

28

日時：9／13㈰
午前10時半
〜午後1時
場所：七島信用
組合・三宅村
商工会駐車場

17

【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。

9.3

レベル1
（0.2ppm超）

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）

8.5

なし
20日㈰〜23日(水･祝)
アカコッ
① 9:00〜10:00
コ館
②10:30〜11:30

じぃじとばぁばが
大好きな美空。
目指せ髙谷板金社長!!

14

11

三宅島火山ガス濃度24時間情報サービス

0.03

どなたでも
先着10名

大路池
ガイドウオーク
イベント情報

0.02

平均値
（ppm）

1時間値 0.1ppm超
（％）

9日㈬
12日㈯
9:00〜11:00

36

12

今年は神輿︵みこし︶が
︻中学校︼
富賀神社大祭
島を巡行する２年に一度の
１日㈫＝始業式・総合防災
神輿が島内巡る 年で︑富賀神社から宮出し
訓練
４日㈮＝水泳記録会
８月４日から９日まで富 さ れ た 神 輿 は 阿 古 ︑ 伊 ヶ
７日㈪＝ 水泳指導終了︑シー
谷︑伊豆︑神着︑坪田の各
賀大祭が行われました︒
カヤック指導終了
地区へと渡り
日㈯＝道徳授業地区公開
ました︒
連日暑い日
が続きました
三宅島自然だより
が︑神輿の受
﹁有名なのに
け渡しには帰
居ないのです﹂
省客や観光客
など多くの人
三宅島では春と
が見物に訪れ
秋の渡りの時期に
ていました︒
よく見られる大き
なサギ︒真っ白な
体でとってもきれ
いですね︒サギと
いえばシラサギを
思い浮かべる人も多いと思
いますが︑実はシラ
サギという名前は図
鑑には載っていませ
ん︒
白いサギにはダイ
サギ︑チュウサギ︑コ
サギなどがおり︑こ
れらを合わせてシラ
サギと呼んでいます︒
水辺や草地で白いサ
ギが並んでいたら︑
じっくりと観察して

27日㈰
9:30〜11:00

※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

申込締切

10

対象・定員

小学生以上
定員24名 ※

実施日時
イ ベ ン ト 名

シュノーケル経験者
長太郎池
定員10名
23日㈬
（予定）
最少催行4名

秋のフィッシュ
ウオッチング

場所

釜方海岸
（テングサ
加工場付近）

山田陽治さんと一緒
に釜方海岸磯遊び

22

36

の他には﹁島じまん大会﹂
愛らんどリーグ
もあり︑三宅村の子どもた
ＦＣ三宅は４位
ちは神着木遣太鼓を元気よ
８月５日︑６日に
﹁愛らん く披露しました︒
どリーグ２０１５サッカー
大会﹂が神津島村で開催さ
れ︑伊豆諸島︑小笠原諸島
各島の小学生 チームが熱
い戦いを繰り広げました︒
三宅島から参加したＦＣ
三宅チームは準決勝まで勝
ち進んだものの︑惜しくも
４位となりました︒優勝は
大島マリンズＦＣ︑準優勝
は式根島ＳＣ︑３位は神津
ＦＣラッシュでした︒試合

コサギ（上）
、クロサギ（下）

記念写真に納まる参加者
「ＦＣ三宅」のメンバー

(4)

2015年（平成27年）9月1日
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