東京都・三宅村・御蔵島村

総合防災訓練10月28日㈬に実施

上︑購入代金と引き換え︒
村内の経済活性化を目的 で︵世帯人数分購入可︶
▽使用期間＝ 月１日㈭
▽販売期間＝９月 日㈪
に﹁三宅村プレミアム商品
券﹂を三宅村商工会で販売 〜 月 日㈫︵期間内で完 〜平成 年１月 日㈰
▽取扱店＝﹁商品券取扱
中です︵土日祝を除く午前 売しなかった場合は延長︶
▽対象者＝平成 年９月 店﹂のポスターを掲示して
９時から午後４時︶
︒各地区
いる村内の事業所
での販売も１日ず
詳細は三宅村商
つ予定しています 三宅村プレミアム商品券販売中
工会ホームペー
︵別表参照︶︒
▽販売価格＝１冊１万円 １日時点で三宅村に住民票 ジ︑または全戸配布のチラ
︵１０００円券× 枚︑１ がある方︵販売期間延長の シをご覧ください︒
問い合わせは三宅村企画
場合はこの限りではない︒
︶
冊１０００円分のお得︶
▽購入方法＝販売場所に 財政課☎⑤０９８４︑三宅
▽発行数＝８２５０冊
▽購入限度＝１人３冊ま て﹁購入申込書﹂に記入の 村商工会☎②１３８１︒
11

村内全域の家屋調査を
月上旬から実施します︒
この調査は︑村内すべて
の家屋実態を正確に把握す
ることで未調査や増改築な
どの課税漏れがある家屋を
確認し︑公平で適正な評価
および課税を目指すために
実施します︒
︻調査方法︼
▽一次調査＝課税台帳と
地図データを基に内容が一
致しているか現地調査︒
▽二次調査＝一次調査の
結果︑再調査が必要な場合

に村職員が訪問︵平面図や
設計図︑仕様書などの提出
や内部調査のご協力をいた
だく場合があります︶︒
なお︑現地調査の際は本
調査員と分かる名札を着用
し︑三宅村の﹁徴税吏員
証﹂を携帯しています︒
︻税務係からのお願い︼
新築や増改築︑取り壊し
の登記は︑次の①〜③に該
当する日から一カ月以内の
申請が義務付けられてお
り︑該当する場合は速やか
に申請をお願いします︒諸

月上旬から実施します

村内全域の家屋調査

28

９月 日︑櫻田村長は今
年度に百歳を迎えた淺沼ハ
マさんを訪問し︑お祝いと
して国と村の祝状と記念
品︑および土本支庁長代理

31 10

Ｊ Ａ三宅島店の後継組織設立
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商品券の見本
（現物はヨコ16㌢×タテ7.5㌢）

阿 古

９／30㈬
13:00〜16:00

阿古体育館

坪 田

10／１㈭
13:00〜16:00

文化会館

伊ヶ谷

10／５㈪
9:00〜11:30

コミュニティセンター

６月 日にＪＡ東京島し
ょ通常総代会が開催され︑
来年１月 日付けで三宅島
店の廃店が決定しました︒
これを受け三宅島店事業
運営委員会の下に設けられ
た後継組織設立準備委員会
では︑農協が行ってきた事
業を引き継ぐ新たな組織に
ついて検討を重ね︑この
度︑一般社団法人三宅島農
業振興会を設立しました︒
代表理事には大年健士氏
と寺澤睦美氏が就任し︑事
業内容は信用事業と共済事
業を除く︑農協が現在行っ
ている事業とほぼ同様の事

事情で手続きが遅れる場合
は税務係にご連絡ください︒
国勢調査は日本に住んで
①新築した建物の所有権 登記名義人︵共用部分であ
を取得した方は︑その所有 る旨の登記または団地共用 いるすべての人が対象とな
部分である旨の登記がある る統計調査です︒ 月１日
権の取得日︒
②建物の種類や構造︑床 建物の場合は所有者︶は︑ を基準日に９月から全国一
斉に調査が始まっており︑
面積に変更があった場合︑ その滅失の日︒
三宅村でも国勢
村民の皆さんのご協力を
所有者または登記名義人は
調査員が調査書
お願いします︒
その変更があった日︒
類を戸別に配布
問い合わせは企画財政課
③建物の取り壊し︵滅
しています︒
失︶の場合︑所有者または 税務係☎⑤０９８３︒
月１日以降︑調
査員が調査票の
回収に伺います
ので︑調査票へ
一般社団法人 三宅島農業振興会
記入の上︑提出をお願いし
業を運営する予定で準備を ます︵インターネットで回
進めています︒三宅島の農 答した方は除く︶︒
問い合わせは企画財政課
業振興に寄与するととも
に︑皆さんに愛される法人 企画情報係☎⑤０９８４︒
として運営してまいります
車で来場する方は乗り合
のでご協力をお願いします︒
問い合わせは一般社団法 わせの上︑役場臨時庁舎駐
人三宅島農業振興会☎②０ 車場へ駐車してください︒
また︑当日運行する無料バ
００３︒
スもご利用ください︒坪田
﹁敬老の集い﹂ 地区﹁企業課前﹂バス停か
ら右周りと左周りで各バス
来場者の方へ
停に停車します︒時刻表は
月３日︵火・祝︶午前 各出張所・掲示板・ＩＰ告
時より阿古体育館で平成 知端末をご覧ください︒
問い合わせは村民生活課
年度﹁敬老の集い﹂を開
福祉係☎⑤０９０４︒
催します︒

場 所

伊豆老人福祉館

10

20

淺沼ハマさん
百歳のお祝い

地区ごとの販売日時と場所

別表

10

として都の祝状と記念品を
贈呈しました︒淺沼さんは
ご親族と一緒にお祝いの品
を受け取られ︑ご自身の長
寿を喜ばれていました︒

日 時

９／30㈬
9:00〜11:30

10

地 区

伊 豆

国勢調査に
ご協力ください

17

28

50

27

沖ヶ平地区の規制解除
立ち入り規制は変わりませ
ん︒
火山ガスの放出は減少傾
向ではあるものの続いてい
るため︑今後とも安全対策
に取り組んでまいります︒
また︑帰島後健康診断は
昨年度を最後に終了し︑今
後は必要に応じて健康診断
を実施していきます︒
問い合わせは総務課防災
危機管理係☎⑤０９３５︒

16

27

23

帰島後健康診断も終了
沖ヶ平地区の二酸化硫黄
濃度観測結果が低下したた
め︑専門家の意見も踏まえ
同地区の準居住地区規制を
村議会に上程し︑可決され
たことから９月 日に解除
しました︒
これにより平成 年２月
の帰島後 年余り続いてい
た居住地区での規制が全て
解除となりました︒なお︑危
険区域と立入禁止区域への
き︑役場臨時庁舎まで徒歩
避難を行います︒
午前 時からは役場臨時
庁舎駐車場にて関係
機関によるヘリやバ
イク︑警察犬を使っ
た救出救助訓練︑展
示︑炊き出し︑応急
処置体験などを予定
しています︒午後は
錆ヶ浜で船やヘリ︑
水上バイクなどによ
る救助訓練を実施し
ます︒
平日ですが多くの
方の参加をよろしく
お願いします︒詳細
はあらためてチラシ
にてお知らせします︒
問い合わせは総務課防災
危機管理係☎⑤０９３５︒
10

10

18

10

10

28

10

櫻田村長と握手をする淺沼ハマさん
（中央）

16

広報９月号でお知らせし
たとおり︑ 月 日㈬に
﹁平成 年度東京都・三宅
村・御蔵島村合同総
合防災訓練﹂を実施
します︒
当日午前７時 分
から 時までは︑神
着・伊豆・伊ヶ谷地
区を対象に伊ヶ谷港
にて巡視船による火
山噴火避難訓練を行
います︒また︑午前
９時から 時まで
は︑阿古地区の﹁こ
こぽーと﹂でイベン
ト開催中に発災とい
う設定で津波避難訓
練を予定しており︑参加可
能な住民の皆さんに﹁ここ
ぽーと﹂へお集まりいただ

10

10

10

27

10

日本赤十字社東京都支部 る方は 月 日㈮までに電
では︑ 月 日㈬に実施さ 話にてご連絡ください︒
詳細につい
れる東京都・
ての問い合せ
三宅村・御蔵 総 合 防 災 訓 練 の
は日本赤十字
島村合同総合 ボランティア募集
社東京都支部
防災訓練にて
炊き出しを行います︒ボラ 三宅村分区︵村民生活課福
ンティアでご協力いただけ 祉係︶☎⑤０９０４︒

11

27 10
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10月号

☎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

（外国人含む）

2015.10.1（平成27年）

2,645人 （＋4人）
1,717世帯（±0世帯）
平成27年９月１日現在
※カッコ内は前月１日比

お願いします︒な
お︑詳細は自治会・
自治協議会を通じて
９月にチラシにてお
知らせしています︒
▽調査会社＝砂防
フロンティア整備推
進機構☎
５２１
６ ５８７２︒
問い合わせは三宅
支庁土木港湾課☎②
１３１３または︑三
宅村総務課防災危機
管理係☎⑤０９３
５︒

ＮＰＯ司法過疎サポート
ネットワークでは︑弁護
士︑税理士︑司法書士など
の法律関係者による法律・
税金などについての無料相
談会を開催します︒
▽日時＝ 月 日㈯午前
９時〜午後５時︵終了時間
は飛行機のスケジュールに
より前後します︶︒
▽場所＝三宅村役場３階

東京島しょ部を対象に
電話で無料法律相談

18 10

清一

03

日㈰

月 日㈪から 日㈰の
行政相談週間は︑国民の皆
さんに行政相談︵委員︶制
度について周知し︑この制
度を利用していただくため
に設けられています︒
総務省東京行政評価事務
所では﹁一日合同行政相談
所﹂を開設し︑行政全般な
どについての苦情や要望な
どの相談を受け付けます︒

月 日㈪から

行政相談週間

あれば合わせて送付︒
③相談当日＝予約した日
時に相談受付電話☎
３
５８１ ２４０７へ電話を
して担当弁護士に相談︒
問い合わせは第二東京弁
護士会法律相談課☎
３
５９２ １８５５︒

詳細はＩＰ告知端末であ 判所や法律家がおらず市民
らためてお知らせします︒ の司法アクセスに制約のあ
悩み︑相談のある方はお気 る地域で出張法律相談や法
律教室を行っており︑東京
軽にご利用ください︒
の島しょ部などを定期的に
法律・税金などの
巡回しています︒
無料相談会を開催
問い合わせは総務課庶務
係☎⑤０９８１または︑Ｎ
ＰＯ司法過疎サポートネッ
トワーク☎
５９１９
３５３０︒

ＮＰＯ司法過疎サポート
ネットワーク＝弁護士︑司
法書士︑税理士などの有志
で構成している団体で︑裁
時から正午まで
︻予約から相談当日まで︼
①予約＝相談希望日の前
日午後３時までに法律相談
センター☎
３５９２
１８５５へ電話予約︵平日
午前９時 分から午後５時
分まで︶︒
②予約受付後＝ＦＡＸで
送付される申込用紙に所定
の事項を記入し︑相談日の
２日前までに法律相談セン
ター︵ＦＡＸ
３５８ １
３３３７︶へＦＡＸで返
送︒その際︑相談事項に関
する書類︵登記簿謄本や戸
籍謄本︑契約書︑相手方と
やりとりした手紙など︶が
花火警戒︑水難救助活動な
ど重要な役割を各地区で担
っています︒
今月 日㈬に行われる島
しょ防災訓練には︑島の安
全安心を守るため消防団員
も参加しますので︑村民の
皆さんもご協力ください︒
最後に︑消防団は村民の
生命と財産を守るため︑団
員一人一人が責務を十分認
識し︑村民から信頼される
消防団でありたいと考えて
います︒消防団活動に対
し︑ご理解とご協力をよろ
しくお願いします︒

島しょ

総合センター通信

使う場合はサンヨール乳剤
︵５００倍希釈︶やトリフ
ミン水和剤︵３０００〜５
０００倍希釈︶を散布しま
す︒
褐斑︵かっぱん︶病
開花する頃から葉に褐色
の小さな斑点が多数発生
し︑収穫期になるとさやに
も褐色のくぼんだ斑点がで
きます︒適度に整枝を行っ
て混み過ぎないようにし︑
施設では過湿にも注意して
予防し︑収穫後の茎や葉は
放置せずに処分します︒薬
剤を使う場合は発生初期に
トップジンＭ水和剤︵２０
００倍希釈︶を散布します︒
ハモグリバエ
幼虫が葉に潜り込み蛇行
して食べ進むため︑葉の表

﹁キヌサヤエンドウの病害虫防除﹂

キヌサヤエンドウの栽培
が始まる時期となりまし
た︒生育に伴い各種病害虫
の対策が必要となってきま
す︒病害虫の被害程度によ
っては収穫にも大きく影響
するので︑なるべく被害を
小さく抑えることが肝要で
す︒主な病害虫とその防除
方法をご紹介します︒
うどんこ病
葉の表面がうどん粉をま
ぶしたように白くなり︑特
に収穫期にかけて多発しま
す︒湿気の多いときや茎・
枝が間延びしたときに発生
が多いので︑日照時間の少
ない場所は作付けを避け︑
うねは高く土の排水を良く
し︑株間を空けて通風を良
くして予防します︒薬剤を

面に不規則な白い筋模様が
現れます︒被害が見え始め
た段階でマラソン乳剤︵２
０００〜３０００倍希釈︶
やアファーム乳剤︵２００
０倍希釈︶を散布します︒
ウラナミシジミ
大きくなると１・５㌢㍍
程になる幼虫が︑つぼみや
花︑さやにも入って食い荒
らします︒施設では入口に
防虫ネットを張って予防
し︑発生が見られた場合は
アディオン乳剤︵３０００
倍希釈︶を散布します︒
アザミウマ
幼虫︑成虫共に葉やさや
の汁を吸い︑数が多いとカ
スリ状の傷が多数発生しま
す︒なるべく発生初期段階
でマラソン乳剤︵２０００
〜３０００倍希釈︶を散布
します︒
農作物の病害虫防除への
質問は当センター☎⑥１４
１４までご相談ください︒

どうぞお気軽にご利用くだ
さい︒
▽日時＝ 月 日㈫午前
時〜午後４時
▽場所＝新宿駅西口広場
イベントコーナー
▽相談内容＝年金︑保
険︑国税︑登記︑道路︑郵
便︑マンション管理など

また︑﹁行政苦情１１０
東京都の最低賃金
番﹂︵☎０５７０ ０９０
時間額９０７円に
１１０︑ＦＡＸ
５３３
月１日から
１ １７６１︶でも相談を
東京都最低賃金︵地域別
受け付けていますので︑こ
最低賃金︶は 月１日から
ちらもご利用ください︒
問い合わせは総務省東京 時間額９０７円に改正され
行政評価事務所☎
５３ ました︒都内で労働者を使
用するすべての事業場およ
３１ １７５２︒
び同事業場で働くすべての
労働者︵都内の事業場に派
遣中の労働者を含む︶に適
用されます︒
▽問い合わせは東京労働
局労働基準部賃金課☎
３５１２ １６１４また
は︑ワンストップ無料相談
窓口﹁東京都最低賃金総合
相談支援センター﹂☎０１
２０ ３１１ ６１５︒

三 宅 島 に ゃ ん こ の 会 で トした写真︵１人３点まで︶
▽応募締切＝ 月 日㈯
は︑﹁三宅島の猫たち写真
コンクール﹂への応募作品
を募集しています︒結果は 猫の写真コンクール
月中の発表を予定してお
応
募
作
品を募集中
り︑村長賞や支庁長賞の
三宅島にゃんこの会
他︑各賞や豪華賞品もあり
▽提出先＝レストランフ
ます︒
▽応募規定＝はがきサイ ェニックス︵日曜定休︶
三宅島にゃんこの会＝猫
ズからＡ４サイズのプリン

03

を愛する人もそうでない人
も︑気持ちよく生活ができ
るよう考え行動する会で
す︒不幸な野良猫を減らし
貴重な野鳥などを保護する
ため︑猫の避妊手術を助成
する活動を進めています︒
問い合わせは三宅島にゃ
んこの会☎０９０ ４１３
８ ９７１４︵田口︶︒

03

17

第二東京弁護士会法律相
談センター︵以下︑法律相
談センター︶では︑東京都
島しょ部の方を対象とした
電話による無料法律相談を
実施します︒この機会にぜ
ひご利用ください︒
相談は１件あたり 分程
度︑完全予約制ですので事
前予約をお願いします︒
▽実施日時＝ 月 日︑
月 日︑ 月 日︑１月
日︑２月 日︑３月 日
の各金曜日︑いずれも午前

高橋

わが村の消防団
三宅村消防団長

26 12

03

03

25

25

10

戸配布し︑１月には各地区
にて夜警を実施して防火意
識を高めています︒
多種多様な災害に対応で
きるよう団員の技術向上の

みんなの
コ ラ ム

27

ため︑東京都消防訓練所教
官を講師に招いて消防団教
育訓練を実施しています︒
専門的な知識をもつ団員
は︑地域に密接した防火・
防災普及活動の他︑火災や

10

10

03

03

として地域住民からの信頼
も厚く︑三宅村には欠くこ
とのできない組織です︒
毎年 月の﹁防火デー﹂
では機器の重点的な点検と
﹁火の用心﹂の貼り札を各

03

10

19

19

10

15

︻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︒

24

22 11

水 農
産 林

27

10

10

10

10

11

20

23

25

03

15

東京都では︑土砂災
害防止法に基づく土砂
災害警戒区域・土砂災
害特別警戒区域の指定
にあたり︑土砂災害の
恐れのある場所の地形
や建物の位置などの調
査を行っています︒
月から平成 年３
月まで︑調査対象とな
った土地へ調査員の立
ち入りが必要になる場
合があります︒その際
は個別に連絡しますの
で︑ご理解とご協力を

10

28

土砂災害の恐れのある場所
に対する調査協力のお願い
などを配備しています︒
消防団は︑台風などの風
水害や地震・噴火災害の際︑
組織力に優れ即時動員が可
能であり︑災害活動の中核

31

月は後期高齢者医療保険料︑
保育料︑
村都民

三宅村消防団は昭和 年
各村合併の際に設置され︑
現在︑団長を含め団員１１
８人で団本部および５分団
を編成しています︒装備は
消防ポンプ自動車４台︑小
型動力付積載車５台︑小型
動力ポンプ 台︑倒壊建物
からの救助資機材やＡＥＤ

12

平成27年８月11日から平成27年９月10日まで

28

８月13日 三宅島警察署長来庁対応
17日 小金井キッズサマースクール開校式
出席
18日 群馬県みなかみ町議会交流調査特別
委員会委員来庁対応
22日 W E R I D E三宅島親子サマーキャン
プ開会式出席
23日 第13回あじさいの里納涼祭出席
25日 三宅島特産農産物ブランド化戦略後
援会関係者来庁、防衛省北関東防衛
局管理部長来庁対応
９月１日 東京都港湾局離島港湾部管理課長来
庁対応
３日 国土交通省関東地方整備局副局長来
庁対応
５日 絵島第275回忌法要及び高遠城下ま
つり出席
８日 環境省関東地方環境事務所統括自然
保護企画官来庁、東京北医療センタ
ー看護部長来庁対応
10日 平成27年第３回三宅村議会定例会出席

16

11

村長室だより

(2)

2015年（平成27年）10月1日
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予防接種

インフル
エ ン ザ
1,200円(1回目)
三宅村に住民票のある
２回
小児
（６カ月以上13歳未満）
1,100円(2回目)

日

ごろから備えを

亮士

受診でも内服薬を切らさな
いことは日々の健康管理と
して重要かと考えます︒
また︑災害時に受診でき
たとしても︑薬の形や色だ
けではその薬を同定でき
ず︑普段の内服薬を継続処
方することが難しいため︑
はっきりと分かるお薬手帳
は重宝します︒もし︑手帳
を持ち歩けなくても︑現在︑
多くの携帯電話にはカメラ
機能が付いており︑そのリ
ストを写真で撮っておくだ
けでも有効な情報です︒
備えといえば︑もうすぐ
インフルエンザの流行時期
になります︒昨年度は多く
の人が移動する年末年始の
時期と流行期が重なりまし
た︒予防接種で感染を防ぐ
ことや流行期にマスクをす
ることも重要な備えです︒
今一度︑もしもの時の備
えを見直しつつ︑日々の健
康に留意してください︒

中央診療所医師

今月 日㈬に︑中央診療
所の外来を休診にしての防
災訓練があります︒防災と
いうと地震や大雨︑ここ三
宅島の方々にとっては噴火
を想像されると思います︒
日ごろから災害に対して
各種機関とともに備え︑対
応できるよう努めていきた
いと思います︒そして皆さ
まにもぜひ実践いただきた
いのが日々のお薬に余裕を
もつこと︑また︑お薬手帳
を持つことです︒
急な災害で避難を強いら
れることもあり︑すぐさま
医療機関に受診できない場
合や︑医療機関が正常に機
能していない場合もありま
す︒離島という環境を考え
ると１週間から 日ほどの
備えは必要ではないでしょ
うか︒内服薬に加えインス
リンやその注射セットなど︑
余裕をもって蓄えつつ使う
と安心です︒そもそも定期

鈴木

時間自動音声案内☎０４９９４⑥０８１３︒

巡回相談を実施

都児童相談センター

︻防災行政無線︼放送内容を確認したい場合は

無

税の納付月︒ 月２日㈪までに納めてください︒

高齢者
島内各地区で巡回実施

高齢者インフルエンザ予
防接種を表１のとおり実施
します︒対象者と費用は表
２のとおりで︑対象者には
個別に通知します︒
昨年度同様︑電話での事
前申し込みは不要ですの

▽実施日時＝ 月 日㈭
一般と小児の方を対象に
インフルエンザ予防接種を 〜 月 日㈭の毎週木曜日
実施します︒予防接種を希 ︵ 月 日︑ 日は除く︶
望する方は対象者などの詳 午後２時〜５時︑ 月 日
㈯・ 月 日
細を別表でご
インフルエンザ予防接種
㈰午前９時〜
確認の上︑電
一般・小児を
時
話で事前にお
▽会場＝中
申し込みくだ
対象に実施
央診療所
さい︒
▽申込期間＝ 月５日㈪
なお︑三宅村に住民票の
ある小児の方は︑中央診療 〜 日㈬午後２時〜５時
申し込みと問い合わせは
所で接種した場合に限り費
中央診療所☎②０６０１︒
用が助成されます︒

東京都児童相談センター
から児童福祉司と児童心理
司が来島します︒お子さん
に関してお困りのことがあ
る方は︑ご相談ください︒
▽開催予定日＝ 月 日
㈫︑ 日㈬▽相談内容＝教
育上のこと︑しつけ︑性格・
行動︑成長・発達︑非行︑
里親についてなど▽相談方
法＝原則家庭訪問︵他の場
所を希望する場合は指定の
場所で対応︒︶▽申込方法
＝ 月 日㈮までに電話で
申し込み︒
︵申し込みの際︑次の内容
を確認①相談者氏名・住
所・電話番号②お子さんの
氏名・生年月日③相談内容
④訪問希望日時︶
申し込みと問い合わせは
村民生活課福祉係⑤０９０
４︒

男性向け料理教室
月７日㈬に開催

【問い合わせ】
新中央航空㈱三宅島空港
☎04994‑6‑0006

テニス教室の
参加者募集

71.9％

所︑氏名︑年代︑性別︑電話
番号を明記し︑はがき︑Ｆ
ＡＸ︑電話での申し込み︒
▽応募先と問い合わせ＝
都立三宅高等学校☎⑥１１
３６︑ＦＡＸ⑥０５５１︑
〒１００ １２１１︑三宅
村坪田４５８６︒

搭乗率

就航率

で︑都合の良い日時に会場
へ直接お越しください︒な
お︑中央診療所では実施し
ませんのでご注意くださ
い︒実施会場以外で接種し
た場合は任意予防接種とな
り助成の対象外です︒
問い合わせは村民生活課
保健係☎⑤０９０２︒

国民年金

98.2％

三宅
⇒調布

43.4％

調布
⇒三宅

28

三宅高校では︑校内で公
開講座﹁テニス教室︵初心
者・中級者︶﹂を開催しま
す︒全５回の参加が条件と
なり︑定員 人を超えた場
合は抽選の上︑通知します︒
▽日時＝ 月 日㈰︑
月１日㈰︑８日㈰︑ 日㈰︑
日㈰午前９時半〜 時半
▽費用＝１２９０円
▽応募締切＝ 月 日㈬
︵当日消印有効︶
▽応募方法＝講座名︑住

航空機の運航状況

17

地域包括支援センターで
は介護予防講座として電子
レンジを使った﹁男性のた
めの料理教室﹂を開催しま
す︒調理の他︑
体操や栄養に
ついての講座もあります︒
無料ですので興味のある方
はぜひご参加ください︒
▽日時＝ 月７日㈬午後
１時半から３時半まで
▽会場＝文化会館︵リス
タ☆ホール︶調理室
▽対象・定員＝ 歳以上
の男性・ 人︵先着順︶
申し込みと問い合わせは
地域包括支援センター⑥１
８３２︒

11

上記対象者で、生活保護受給者の方
(当日に生活保護受給証明書の提示が必要)

登録されているお届け先の
住所が異なっている場合が
ありますのでお問い合わせ
ください︒﹁ねんきんネッ
ト﹂は年金加入記録の照会
や各種届書の作成などもで
きる便利なサ
ービスです︒
詳しくは日本
年金機構ホー
ムページをご覧ください︒
国民年金に関する問い合
わせは港年金事務所☎
５４０１ ３２１１︑また
は村民生活課保健係☎⑤０
９０２︒

14

11

15

3,000円

3,200円

文化会館
(坪田)
11月
28日㈯ 13:00
〜17:00

18

10

10

11 10

月 日は﹁いい未来﹂
の語呂合わせで﹁年金の日﹂
です︒年金の日は︑誕生月
に送付している﹁ねんきん
定期便﹂や﹁ねんきんネッ
ト﹂をご覧になることで︑
老後の生活 みんなの
設計につい
て考えてい
ただく機会
となることなどを目的に制
定されました︒
﹁ねんきん定期便﹂は保
険料納付実績や年金見込額
などを記載しています︒届
いていない方は︑現住所と

（H27.8.1〜8.31）

10

25

10

12

10

接種費用

接種費用
対象者

29

29 31

伊豆老人
福祉館
8:00
〜11:00

料

対象者・回数・費用
別表

10

26

12

注意事項

11 12

高齢者の肺炎球菌ワク
チンの予防接種を︑表１
のとおり実施します︵対
象者と接種費用は表２を
参 照 ︶︒ワ ク チ ン の 手 配
のため事前に申し込みが
必要です︒申し込み方法
などの詳細は対象者へ個
別に通知します︒なお︑
中央診療所では実施しま
せんのでご注意ください︒
実施会場以外で接種した
場合は任意予防接種とな
り助成の対象外です︒
問い合わせは村民生活
課保健係☎⑤０９０２︒

問い合わせ先

22

19 10

30

10

阿古体育館

開始時間直後は混
雑が予想されます。
受付時間内であれ
ばいつでも接種で
きますので、余裕
を持ってお越しく
ださい。
11月
8:00
27日㈮
〜11:00

会 場
受付時間
実施日

11

65

（対象年齢は接種を受ける時点での年齢）

回数
対象者と接種費用
表２

肺炎球菌ワクチン予防接種実施日時と会場
表１

※対象年齢は接種を受ける時点での年齢。
対象者（三宅村に住民登録のある方）

過去に一度も高齢者肺炎球菌ワクチンを
接種したことがない方で、65歳、70歳、75
歳、80歳、85歳、90歳、100歳以上の方
（年齢起算日は平成28年3月31日時点）

一般（65歳未満。ただし
60歳以上65歳未満で心臓・
じん臓・呼吸器に機能障害
１回
がある方、またはヒト免疫
不全ウイルスによる免疫に
機能障害がある方を除く）

03

1,500円
（65歳以上の生活保護受
給者の方は無料。ただし、
当日に生活保護受給証明
書の提示が必要。
）

28

11

①65歳以上の方
②60歳以上65歳未満で心臓・
じん臓・呼吸器に機能障
害がある方、ヒト免疫不
全ウイルスにより免疫機
能に障害がある方

24

10

事前申し込みが必要です
・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。

30

10

高齢者肺炎球菌
ワクチン予防接種実施
◆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】

接種費用

後期高齢者医療保険料（第４期）、保育料（10
11月
２日㈪ 月分）、村都民税（第３期）の納期限

対象者
(三宅村に住民票がある方)
任意予防接種（14:20〜14:30）
定期予防接種
ＢＣＧ (14:20〜14:30）
22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】

注意事項

11

特設登記所開設（9:00〜12:00、13:00〜16:00）
【役場臨時庁舎】
定期予防接種
15日㈭ ＤＰＴ‑ＩＰＶ (14:30〜14:40）
日本脳炎
(14:40〜15:00）
ＭＲ
(15:00〜15:10）
ＤＴ２期
(15:20〜15:40） 【中央診療所】

対象者と接種費用
表２

16日㈮ 特設登記所開設 (9:00〜12:00）【役場臨時庁舎】

（第547号）

け
や
み

開始時間直後は
混雑が予想され
ます。時間内で
あればいつでも
接種できますの
で、余裕を持っ
てお越しくださ
い。

受付時間
会
場
8:00〜11:00 神着老人福祉館
8:00〜11:00
10月19日㈪
阿古体育館
13:00〜15:00
8:00〜11:00 伊豆老人福祉館
10月20日㈫
コミュニティ
13:00〜15:00
センター
（伊ヶ谷）
8:00〜11:00 文化会館
10月21日㈬
13:00〜15:00 （坪田）

10月の生活カレンダー

実 施 日
10月18日㈰
【旧阿古保育園】

13日㈫ 乳児健康診査（13:45〜）

インフルエンザ予防接種実施日程と会場
表１

報
広
2015年（平成27年）10月1日
(3)

緑化センター﹂﹁公益社団法
ボランティア団体
人日本山岳会高尾の森づく
秋の植林活動始まる
りの会﹂﹁特定非営利活動法
９月５日に特定非営利活 人 園 芸 ア グ リ セ ン タ ー ﹂
の各団体が植林
動法人﹁エコロジー・カフ ﹁日本大学﹂
ェ﹂の 名︑ 日に東洋大 のため来島予定です︒
学学生ボランティアセンタ
ーの学生 人が来島し︑下
草刈りや雄山中腹での植林
を行い︑合わせて島内観光
なども楽しみました︒
今後︑ 月と 月には
﹁特定非営利活動法人地球

会︶が三宅小学校校庭で開
帰島 周年記念
催され︑ チーム１５５人
お楽しみ運 動 会に
が参加しました︒
１５５ 人 が 参 加
けん玉や竹馬などを使っ
９月 日︑帰島 周年記 てタイムを競う４種競技で
念﹃第１回三宅村スポーツ は﹁たが回し﹂
︵輪を棒で転
イベント﹄︵お楽しみ運動 がす︶に若い人たちが苦戦
する中︑年配の方が好タイ
ムで会場を盛り上げまし
た︒この他︑土のうレース
や決勝リレーも行われ︑未
就学児のちびっこレースで
は子どもたちが参加賞のお
菓子を手に満面の笑顔でし
た︒子供から大人まで幅広
い年齢層が一堂に会しスポ
ーツの秋を楽しみました︒
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櫻田村長らが
高遠町を訪問
絵島の法要で

三宅村と高遠町は江戸時
代に起きた絵島生島事件が
縁で︑昭和 年に友好町村
盟約を結んでいます︒

月の小・中学校予定
︻小学校︼
日㈰＝小中合同運動会
日㈫＝振替休業日
日㈬＝ 校歌について聞く会
日㈬＝ 島しょ総合防災訓練
日㈮＝ 都民交響楽団演奏会
︻中学校︼
７日㈬＝進路説明会︵中３︶
日㈰＝小中合同運動会
日㈫＝振替休業日
日㈬＝ 校歌について聞く会
日㈬＝薬物乱用防止教室
日㈬・ 日㈭＝中間考査
日㈪〜 日㈮＝学校公開
日㈬＝ 島しょ総合防災訓練

生活と介護﹄

日㈮＝ 都民交響楽団演奏会 かな情報を提供してくれま
問い合わせは三宅村教育 す︒
委員会☎⑤０９５２︒
﹃認知症を進ませない
︻新着本の紹介︼
今井幸充監修・法研

S

﹃新版プレミアム
平凡社

ディスカバー

誕生日：平成26年
10月28日（阿古）

三宅島

W

アトラス日本地図帳﹄

認知症の詳しい知識と治
療︑進行させないための毎
日の過ごし方など︑イラス
トを取り入れ解りやすく解
説されています︒
図書館ご利用の方からの
リクエストの一冊です︒
三宅村図書館☎⑤１４５
３︑開館午前 時〜午後５
時︑水曜日休館︒

E

30

激動する日本列島が地図
を通して分かる最新の地図
帳です︒スマホやパソコン
で何でも調べられる時代で
すが︑紙の地図帳を開いて
地図記号や等高線からのメ
ッセージを解き明かす﹁読
図﹂というプロセスが︑確

台にして︑身の回りにある
木やブリキ︑ガラス︑陶器
などあらゆる素材に絵を描
くことです︒
今回の教室ではアクリル
絵具を使って身近なものに
絵を描いてみます︒ふるさ
と三宅島の中に︑ものづく
りの材料を発見し︑ものを
作る楽しさを味わってみま
せんか？皆さんの参加をお
待ちしています︒
トールペインティング教
室〜生活を彩るアート〜
▽日時と場所＝︻昼の
部︼ 月２日㈮午後２時〜
４時︑三宅島郷土資料館
︻夜の部︼ 月２日㈮午後
７時〜９時︑三宅村文化会
館

暮 らしの中 に

村民憲章 を

このコーナーでは︑去る
７月に制定した﹁三宅村村
民憲章﹂を︑皆さんの日々
の暮らしの中に生かしてい
ただけるよう︑少しずつ紹
介していきます︒
制定の背景
村では 年後の将来像を
﹁あなた︵ワレ︶が笑顔で
暮らす島﹂としています︒
﹁村民・地域・行政﹂が共
に手を携えてその実現を目
指していくため︑より身近
な道しるべとなるよう村民
憲章は制定されました︒
制定に当たっては︑三宅
高校生を含む三宅村村民憲
章策定委員会を設置し︑検
討を進めました︒
策定委員会では︑村の伝
統や文化を大切に受け継ぎ
つつ︑直面するさまざまな
課題の解決に取り組んでい
くためにも︑地域や地区の
垣根を越え︑一人ひとりが
自分のできることを考え︑
積極的に行動することが必
要ではないかという認識の
下︑一項目ずつ丁寧な議論
が交わされ最終案に至りま
した︒
問い合わせは企画財政課
企画情報係☎⑤０９８４︒

各観測点での火山ガス濃度の年平均値
やレベルごとの月平均時間などはＩＰ
告知端末で配信。火山ガス濃度の年平
均値の推移は村のホームページに掲載。
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①☎04994 6 0565
②ＩＰ告知端末（テレビ電話）
③携帯サイト
http://www.miyake-so2.jp/keitai/

N
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野村 英太

メッセージ

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﹂を推進しています︒
この事業ではこれまで
﹁トコロジスト養成講座﹂
﹁クラフト教室﹂を開催し
てきました︒今回はクラフ
ト教室の２回目として︑杉
並区でセミナーを開催して
いる松井仲子先生を迎えて
﹁トールペインティング教
室﹂を開催します︒
トールペインティングと
は︑ヨーロッパから新大陸
に渡った移民によって持ち
込まれた伝統的装飾法を土

10

▽参加費＝無料
▽定員＝ 名
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︒

三宅島火山ガス濃度情報サービス

【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。
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10

白熱した土のうレース

82
はるかに小さいですがこれ
三宅島自然だより
でも大人︒オスは秋になる
﹁生か死か︑
と交尾のためメスの巣に集
クモの駆け引き﹂
まってきますが︑失敗して
メスに食べられてしまう事
もあります︒そのため︑メ
スの動きがにぶる食事中や
脱皮直後の隙をじっと狙っ
ています︒
自分の子孫を残せるか︑
はたまた自らが息絶えてし
まうかの駆け引き︑こんな
命のドラマが１つの巣の上
で繰り広げられています︒

イベント情報

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。

30 22

秋も深まり︑森
や畑の周りではジ
ョロウグモ︵女郎
蜘蛛︶の姿が目立
ってきました︒特
にメスは夏に比べ
て何倍も体が大き
くなり︑色も鮮やかになっ
てきます︒直径１㍍ほどの
大きな巣を張り︑どっしり
とたたずむ様
子は女郎なら
ぬ女王のよう
です︒
オスはとい
うと︑巣の隅
に小さく地味
な姿が１つ︑
２つ︑３つ︑
メスに比べて

家の周りにも野鳥がたくさん。
身近な場所で野鳥観察を始めてみませんか。双眼鏡は無料で貸し出します。

トレードマークは栗色
くるくるの髪☆
ちょっぴり泣き虫くん
だけど、三宅島の自然
の中でたくましく
育ってね！

トールペインティン
グで描かれた絵
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９月５日︑長野県伊那市
高遠町にある蓮華寺にて絵
島の法要︵第２７５回忌︶
が行われ︑櫻田村長︑平野
議長ら村議会議員︑三宅村
友好・交流協会の平松副会
長らが参列しました︒
法要後には高遠城下まつ
りが行われ︑今年は阿古青
年団が獅子舞を披露して会
場をにぎわせました︒

ジョロウグモのメス(右)とオス(左)

10

13

10

43

10

参加費無料・
定員無し
三宅島ふれあい
児童公園駐車場

街なかバード
11月８日(日)
ウオッチング（神着編） 9:00〜10:30

三宅島郷土
資料館前

街なかバード
11月３日(火･祝)
ウオッチング（阿古編） 9:00〜10:30

参加費・定員
集合場所
実施日時
イ ベ ン ト 名

31

45

下草を刈るボランティア

蓮華寺の仏殿で法要
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32
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