月 日㈯︑三宅村阿古 東京都提供の緑化用苗木の
体育館︑三宅島郷土資料館 無料配布︑子どもに人気の
および三宅村役場臨時庁舎 フワフワなどもあります︒
また︑農産物の展示・品
駐車場内にて第 回三宅島
評会への参加申し込みを受
産業祭を開催します︒
け付けていま
農産物の展
第 回三宅島産業祭
すので︑ぜひ
示・品評会や料
月 日㈯開催 ご参加くださ
理コンテスト︑
島の味紹介など︑皆さんに い︒詳細は三宅村ホームペ
三宅島の特産品や農林水産 ージをご覧ください︒
問い合わせは第 回三宅
業︑商工業を広く知っても
らうための催し物を行いま 島産業祭実行委員会事務局
す︒この他︑丸太切り大会や ☎⑤０９９２︒

組が成立

三宅島に向かいました︒
日午前はあいにくの天
候不良のため︑予定されて
いたドルフィンウオッチン
グが中止となりましたが︑
コミュニティセンターでお
互いの自己紹介や人間知恵
の輪などの簡単なゲームを
行って親睦を深めました︒
午後は一旦解散し︑
女性参加者は島嫁︵島
の男性と結婚した島外
出身の女性︶と昼食を
共にし︑島の暮らしや
仕事などについての話
を聞きながら島の食材
を使った料理を楽しみ
ました︒夜の交流会で
は過去最高の 組のペ
アが成立しました︒
翌 日の午前中はそ
れぞれ島内観光を楽し
み︑男性参加者とスタ
ッフが見送る中︑女性
参加者は船で三宅島を
後にしました︒

お互いに自己紹介する参加者

島コンツアー２０１５開催

19

過去最高ペア

月 日から 日にかけ
て三宅島島コンツアーが開
催され︑島内の男性 人︑
島外の女性 人が参加しま
した︒
日の夕方︑都内笹塚で
行われた懇親会で最初の顔
合わせがあり︑その後︑東
京湾の夜景を楽しみながら

16

ＷＥＲＩＤＥ三宅島エンデューロレース

日㈯ 雄山特設コースで開催

総合
戦略

検討委員会を開催

行しますので︑皆さんお誘
い合わせの上︑ぜひご観戦
ください︒詳しくは戸別配
布する案内をご覧くださ
い︒
なお︑レース開催に伴い
村道および林道の一部が時
間により通行止めとなりま
す︒ご迷惑をお掛けします
が︑ご協力よろしくお願い
します︒
問い合わせは観光産業課
観光商工係☎⑤０９２０︒

三宅村

委員 人が人口減少問題を議論
月９日︑第１回三宅村
総合戦略検討委員会が役場
臨時庁舎で開催されまし
た︒
この委員会は︑三宅村が
策定する﹁三宅村人口ビジ
ョン﹂と﹁三宅村総合戦
略﹂について︑幅広い分野
からの視点で検討するため
に設置され︑産業界︑行政
機関︑教育機関︑金融機関
などに所属する計 人から
構成されています︒

17

10

17

月
今 年 で ６ 回 目 を 迎 え る デューロレース﹂を 月
﹁ＷＥＲＩＤＥ三宅島エン 日㈯に雄山特設コースにて
開催します︒
午前 時にス
タートし︑約１
００台のバイク
が迫力あるレー
スを１５０分間
展開します︒会
場では三宅村商
工会女性部によ
る温かい味噌汁
の提供も予定し
ています︒
会場までの無
料送迎バスも運
ら８年は議長として議会の
円滑な運営に尽力しまし
た︒昭和 年に初当選した
際には︑前年に起きた噴火
災害の復興政策について被
災地区の意見の取りまとめ
を行い︑防集団地の整備や
小中学校新設などに尽力

東京都消防災害対策功労表彰

﹁三宅村人口ビジョン﹂
は人口の現状と将来の展望
を提示するもので︑﹁三宅
村総合戦略﹂は人口減少対
策に係る今後５カ年の基本
目標や具体的施策︑数値目
標をまとめるものです︒
当日は︑プロジェクトチ
ーム・スリープレイ所属の
関健太郎氏が委員長に選任
され︑事務局から概要や目
的︑人口推計などの説明
後︑次回に向けた課題や意
見交換が行われました︒
今後は委員会で議論を重
ねていく他︑皆さんからの
意見や提案を募集するパブ
リックコメントを実施し︑
今年度の策定を予定してい
ます︒︵関連記事２面﹁み
んなのコラム﹂︶
問い合わせは三宅村企画
財政課☎⑤０９８４︒

木遣り太鼓を披露する神着芸能保存会

21

高橋清一団長が受章
三宅村
消防団

小金井なかよし市民まつり

三宅ブース大盛況

10

10

16

は大変盛況でした︒
初日の開会式には櫻田村
長と平野議長︑島村教育長
が出席し︑２日目に行われ
た小金井三宅島友好協会セ
レモニーには櫻田村長や三
宅島友好交流協会の平松副
会長らが出席しました︒
セレモニーでは 年にわ
たる交流の歴史を振り返
り︑お互いの理解と友好の
絆を深めました︒その後は
神着郷土芸能保存会が木遣
太鼓を披露し︑迫力ある太
鼓の調べで会場を沸かせま
した︒

18

21

第 回小金井なかよし市
民まつりが 月 日︑ 日
に小金井公園で開催され︑
今年も小金井三宅島友好協
会の方々に三宅島の物産を
販売していただき︑ブース

18

18

37

16

17

11

導育成や地域住民への防火
防災思想の普及などに尽力
したことや︑ 年の長きに
わたる消防団活動の功績が
認められたものです︒
高橋消防団長は昭和 年
に消防団に入団し︑平成
年から神着分団長︑平成
年からは副団長を歴任し︑
平成 年４月から消防団長
を務めています︒

10

11

11

三宅村消防団の高橋消防
団長が︑平成 年度東京都
消防災害対策功労表彰を受
し︑島の早期復興に寄与し 章しました︒
ました︒
この受章は︑団員への指
また︑三宅村シルバー人
材センター会長︑副会長な
ど約 年間︑同センターの
発展や地域社会の福祉の向
上に大きく貢献されまし
た︒

43

16

14

11

49

23 18

雄山特設コースを走るバイク
（昨年）

59

16

40

月１日付で前田玄氏
︵阿古在住︶が旭日単光章
︵きょくじつたんこうしょ
う︶を受章されました︒
前田氏は昭和２年︑三宅
島生まれで
現在 歳︒
昭和 年２

月に村議会
議員に当選
以来︑平成
８年に至るまで３期 年に
わたり在職し︑広範な知識
と適切な指導力で議会活動
などを通じて三宅村政の発
展に貢献され︑平成４年か

17

10

27

59 88

12

14

27

11

10

旭日単光章を受章

14
玄氏
前田

14

前田 玄氏

阿古在住

第１回委員会の様子

清一団長

高橋

.548

11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）

2015.11.1（平成27年）

2,637人 （−８人）
1,708世帯（−９世帯）
平成27年10月１日現在
※カッコ内は前月１日比

新潟県山古志から新米届く

策に係る今後５カ年の基本
目標や具体的な施策︑数値
目標をまとめるものです︒
先月９日に開催した第一
回委員会では概要や目的︑

島しょ

芝税務署

年末調整説明会
月４日㈮開催

ることで火災発生を早期に
発見し︑速やかな避難や適
切な初期消火が行えます︒
住宅用火災警報器は電器
店などで購入できます︒火
災から大切な命や財産を守
るため︑必ず設置してくだ
さい︒
問い合わせは三宅村消防
本部☎⑥０１１９︒

載した船を描き︑五穀豊穣
と人々の幸福を願っていた
そうですが︑その後︑時代
とともに打ち出の小槌やサ
ンゴなど金銀財宝を乗せた
り︑七福神を配したりする
ようになりました︒
一方︑野菜の宝船は江戸
時代の頃に始まったとの説
があります︒農産物を扱う
御用商人たちが︑お正月の
初荷に野菜で宝船を作り︑
お得意先に納めていた記録

﹁宝船の由来﹂

総合センター通信

昨年度︑産業祭で三宅島
初の宝船を展示しました
が︑宝船の意味や由来など
はあまり知られていませ
ん︒そこで︑明治神宮の新
嘗︵にいなめ︶祭で奉納さ
れる宝船を参考にしつつ︑
宝船の歴史を紹介します︒
そもそも宝船は室町時代
の頃︑良い初夢を見たいと
いう庶民感情の中から起こ
ったものとされています︒
初期の頃は稲束や米俵を満

恐ろしいものです︒火気や
秋の全国火災
電気器具の取り扱いには十
予防運動実施
分注意し︑火災を未然に防
秋の全国火災予防運動が ぎましょう︒
問い合わせは消防本部☎
月９日㈪から 日㈰まで
⑥０１１９︒
実施されます︒
三宅村では今年に入り︑
２件の建物火災が発生しま
住宅用火災警報器
した︒火災は人命のみなら
全世帯に設置義務
ず貴重な財産や思い出まで
も一瞬にして失ってしまう
三宅村では平成 年６月
１日より全世帯に住宅用火
災警報器の設置が義務付け
られています︒
住宅用火災警報器は︑火
災が発生した際に煙や熱を
感知し︑音声やブザー音で
危険を知らせる警報器です︒
寝室や階段の天井に設置す

森の道＝﹁三宅島の江戸
歴史と文化︑自然︑物産
にまつわる のテーマ毎に と昭和の溶岩流を辿るジオ
１００コースの道を選定す コース﹂︵雄山林道↓七島
る﹁新日本歩く道紀行１０ 展望台↓環状林道↓火山体
０選シリーズ﹂︵日本ウオー 験遊歩道↓ふるさとの湯︶
水辺の道＝﹁太古の森に
キング協会ほか後援︶に︑
三宅島の３コースが認定さ 触れ︑さまざまな年代の火
山史を探る
れました︒
東京都で 新日本歩く道紀行１００選シリーズ ジ オ コ ー
は コース 三宅島３コース認定 ス﹂︵薬師堂
↓伊豆岬︶
が認定さ
三宅島観光協会では︑今
れ︑その内︑三宅島で認定
されたテーマとコースは次 回認定されたコースを生か
すような︑ウオーキングツ
のとおりです︒
絶景の道＝﹁マグマ水蒸 ーリズムやサイクルツーリ
気爆発による２つの火口湖 ズムを推進しています︒
問い合わせは三宅島観光
を巡るコース﹂︵粟辺↓新澪
池跡・新鼻新山↓大路池︶ 協会☎⑤１１４４︒
10

三宅村の人口減少対策

が残されています︒市場の
形態が整うにつれ︑今日で
は初荷のご祝儀として生産
者が宝船を作り︑出荷する
ようになりました︒
今年も三宅島の産業祭で

は︑主に地産地消部会が中
心となって︑島で栽培した
野菜で宝船を作成する予定
です︒収穫への感謝とお祝
いを思いつつ︑ぜひご覧に
なってください︒

沖ヶ平地区の準居住地区 の観測状況は引き続きお知
規制解除により島内全ての らせします︒村ではこれま
居住地区の規制がなくなっ でどおり火山ガス対策に万
たことから︑気象庁発表の 全を期して参りますので︑
皆さんのご
火山ガス予
火山ガス予報
理解をよろ
報が 月末
終了のお知らせ
しくお願い
で終了する
月末まで
します︒
ことになり
問い合わせは気象庁三宅
ました︒
これに伴いＩＰ告知端末 島火山防災連絡事務所☎⑤
での火山ガス予報も終了と ０９８０︑総務課防災危機
なりますが︑火山ガス濃度 管理係☎⑤０９３５︒

産業祭で展示された宝船
（昨年）

小・中学校の給食で提供

このお米は︑新潟県中越
月 日︑旧山古志村
︵現 新潟県長岡市山古志 地震の後に始まった被災地
地域︶から約４００㌔㌘の 間交流の中で︑三宅島の子
供たちに美味しいお米を食
新米が届きました︒
べてもらいたいという想い
から︑山古志地域の住民の
方々︵山古志三宅島の田ん
ぼを作る会︶が丹精込めて
育て収穫されたものです︒
平成 年からこの交流は
続いており︑頂いたお米は
小・中学生の学校給食とし
て給食センターで精米・調
理されます︒

30日

昨年 月に閣議決定され
た﹁まち・ひと・しごと創生
総合戦略 ﹂を受け︑本委
員会では三宅村が今後策定
する﹁三宅村人口ビジョン﹂

みんなの
コ ラ ム

５日

健太郎

▽販売場所＝三宅村商工
問い合わせは企画財政課
会
税務係☎⑤０９８３︒
▽販売日時＝ 月 日か
ら完売する日まで︑土日祝
三宅村プレミアム商品券
日を除く午前９時から午後
追加販売を開始 ４時まで
▽販売対象＝住民票の有
無に関わらず先着順
▽販売数＝１人５冊︵世
帯人数分まで購入可能︒︶
▽有効期限＝平成 年１
月 日㈰
問い合わせは三宅村企画
財政課☎⑤０９８４︑三宅
村商工会②１３８１︒

10

29日

11

31

28日

11

三宅村プレミアム商品券
の追加販売を開始しまし
た︒当初の販売期限の 月
日までに購入した方も追
加で購入できます︒皆さん
ぜひお買い求めください︒
▽販売価格＝１冊１万円
︵１０００円券× 枚︑１
冊１０００円分のお得︶

10

３日

関

芝税務署による︑年末調
整手続きと関係書類作成に
ついての説明会を開催しま
す︒年末調整はその年の所
得税の納税が完了する大切
な手続きですので︑従業員
を雇用している事業所や個
人事業者の方などは︑ぜひ
ご参加ください︒
▽日時＝ 月４日㈮午前
９時半から 時半まで
▽場所＝三宅村役場臨時
庁舎３階議場

11

20日

三宅村総合戦略検討委員会 委員長

今後は委員会で議論を重
ねていく他︑皆さんからの
意見や提案を募集するパブ
リックコメントの実施も予
定していますので︑ご協力
をお願いします︒
※まち・ひと・しごと創
生総合戦略＝人口減少に歯
止めをかけ︑活力ある日本
社会を維持するための戦略
で︑地方における雇用の創
出や地方への人の新しい流
れを作る︑若い世代の結
婚・出産・子育ての希望を
かなえるなどの目標や具体
的な政策をまとめた戦略︒

11 12

10

人口推計などを共有しまし
た︒国の分析では平成 年
︵２０６０年︶に三宅村の
人口が現在の約半数になる
と推計され︑人口減少問題
は緊急課題の一つです︒

21

28

12日

水 農
産 林
23

お米を育ててくれた山古志の方々

13日
16日

と﹁三宅村総合戦略﹂につ
いて議論していきます︒
﹁三宅村人口ビジョン﹂と
は人口の現状と将来の展望
を提示するもので︑﹁三宅
村総合戦略﹂は人口減少対

20

12

15

23

25日

12

※

11

︻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︒

天井に付けた住宅用火災警
報器
（直径11㌢×高さ８㌢）

９月10日

月は後期高齢者医療保険料︑
保育料︑
介護保険料︑
11

９日

72

平成27年９月11日から
平成27年10月10日まで

10

(2)

2015年（平成27年）11月1日

け
や
み
三宅村総合戦略検討委員
会は︑プロジェクトチー
ム・スリープレイ︑産業
界︑観光協会︑商工会︑教
育機関︑金融機関などに所
属する事業者の方と︑村議
会議員や支庁および村職員
の計 人で構成され︑平成
年３月末までの任期で村
長から委嘱されています︒
14

平成27年第３回三宅村議会
定例会出席
東京都消防訓練所長来庁対
応
おたのしみ運動会出席
東京島しょ農業協同組合本
店内部監査室長来庁対応
平成27年度あじさいの里敬
老会出席
江戸家猫八氏来庁対応、江
戸家猫八独演会・民謡
SHOW出席
林野庁関東森林管理局東京
神奈川森林管理署長来庁対
応
役場庁舎に関する検討会会
長来庁対応
三宅村防災会議、三宅支庁
管内連絡調整会議出席
警視庁三宅島警察署長、東
京都総務局行政監察室監察
員、ネットワーク三宅島代
表来庁対応
みやけじま風の家10周年の
集い出席
東京都島しょ保健所長、国
税庁東京国税局芝税務署職
員来庁対応
三宅村総合戦略検討委員会
出席
10月１日

10

村長室だより
28

報
広
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国民健康保険税の納付月︒ 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

国民年金

40歳、45歳、50歳、55歳、
60歳、65歳、70歳の女性

東京文化財ウィーク

予

防接種について

中央診療所長

舘野

時間自動音声案内☎０４９９４⑥０８１３︒
24

始されました︒この制度を
利用するには申し込みが必
要です︒
詳しくは﹃国民年金保険
料専用ダイヤル﹄☎０５７
０ ０１１
０５０にお問
い合わせくだ
さい︒
その他︑国民年金に関す
る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︒

佑樹

【問い合わせ】
新中央航空㈱三宅島空港
☎04994‑6‑0006

過去 年間に納め忘れた
国民年金保険料を納付する
ことができる﹁ 年の後納
制度﹂が平成 年９月 日
に終了したところですが︑
平成 年
みんなの
月１日から
新たに︑過
去５年以内
に納め忘れた国民年金保険
料を納付することで将来の
年金額を増やすことができ
る﹁５年の後納制度﹂が︑
３年間限りの特例として開

59.0％

骨粗しょう症検診

婦人科検診を
実施します

肺炎の原因菌である肺炎
球菌に対するワクチンは昨
年から公費負担となりまし
た︵年齢制限や実施間隔の
制限があります︶
︒肺炎は高
齢者では依然として命に関
わる疾患ですので︑積極的
な接種をお勧めします︒
インフルエンザワクチン
は︑三宅島は他の伊豆諸島
と比較しても接種率が低く
非常に問題です︒インフル
エンザは高齢者がかかれば
死亡することもあり︑高齢
化率が非常に高い三宅島で
は大流行を阻止しなければ
なりません︒そのためには
なるべく多くの方がワクチ
ンを接種することが大切で
す︒自分がかかっても薬を
もらえばいいと思っている
方はいませんか？自分がう
つしたことで苦しむ方がい
ることを考えたことはあり
ますか？インフルエンザワ
クチン接種の受付は始まっ
ています︒今年は積極的な
接種を何卒お願いします︒

搭乗率

就航率

平成 年度婦人科検診
︵子宮がん・乳がん・骨粗
しょう症検診︶を実施しま
す︒対象者︵別表参照︶には
個別にご案内しますので︑
村民生活課または各出張所
へお申し込みください︒
▽日時＝ 月 日㈪〜
日㈭午前８時〜午後４時
分
▽会場＝伊豆避難施設
問い合わせは村民生活課
保健係☎⑤０９０２︒

医療の歴史は感染症との
闘いの歴史であったと言っ
ても過言ではありません︒
現在︑日本の死因統計で
は感染症は上位３位以内に
入りませんが︑つい数十年
前までは結核を始めとする
感染症が死因の上位を占め
ていました︒感染症対策の
基本は︑かかってから治す
のではなく︑かからないこ
と︵予防︶で︑その有効な
手段が予防接種です︒
小児では︑つい 年前ま
で細菌性髄膜炎︵ずいまく
えん︶や急性喉頭蓋炎︵こ
うとうがいえん︶といった
疾患が︑致死的になるか治
っても重篤な後遺症を残す
ことが多かったのですが︑
肺炎球菌ワクチン・ヒブワ
クチンの登場により激減し
ました︒現在では︑小児で
これらの疾患をみること自
体がまれになっています︒
成人の予防接種で知名度
が高いワクチンは︑肺炎球
菌とインフルエンザです︒

91％

三宅
⇒調布

41.4％

調布
⇒三宅

女性人権問題の
電話無料相談

航空機の運航状況

10

27

不動産の所有者が死亡
し︑その名義を相続人に変
えるには相続登記が必要で
す︒相続登記はいつまでに
しなければならないという
法の定めはありませんが︑
相続登記をせずに放ってお
くと︑遺産分割協
議の相続人の数が
増え︑協議がまと
まりにくくなるこ
とがあります︒
相続登記は司法
書士などに依頼す
るか法務局へ相続
問い合わせは東京法務局
人が申請します︒
人権擁護部第二課☎
５
東京法務局の特設登記所は
２１３ １２３４︒
３月と８月を除く毎月１
回︑役場で開設しています︒
三宅島・御蔵島の
月の開設日と法務局の電
パネル展を開催
話番号は左上の﹁生活カレ
ンダー﹂をご覧ください︒
問い合わせは企画財政課
企画情報係☎⑤０９８４︒

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︒
◎イベントなどの情報提
問い合わせは企画財政課
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

（H27.9.1〜9.30）

03

手続きはお早めに

最終日は午後１時まで︶
▽場所＝東京都健康プラ
ザ ハ イ ジ ア １ 階 東( 京 都 新
宿区歌舞伎町２丁目 番１
号︑大久保病院の隣︶
問い合わせは三宅支庁総
務課行政係☎②１３１１︒

10

不動産相続登記

11

①65歳以上の方
②60歳以上65歳未満で心臓・じん臓・呼吸器・
1,500円
ヒト免疫不全ウイルスによる免疫に機能
障害がある方

10

30歳以上の女性

三宅支庁では三宅島・御
蔵島をＰＲするパネル展を
新宿区で開催します︒
会場では三宅島の火山が
作り出した美しい風景など
の写真パネルが展示されま
す︒新宿にお出かけの際は︑
ぜひ足をお運びください︒
▽日時＝ 月 日㈯〜
月 日㈭午前 時〜午後８
時︵初日は午後３時から︑

11

対象者と費用（年齢は接種時点）

30

※平成27年10月１日現在、三宅村に住民登録
がある方。年齢基準日は平成28年３月31日
時点。

03

無料

65歳以上の生活保護受給者の方
（生活保護受給証明書の提示が必要）

用

費

対象者（三宅村に住民票がある方）

10

乳がん検診

31

文化会館
（坪田）

11月28日㈯

13:00〜16:00

◆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】

伊豆老人
福祉館

医療機関
「こころと
からだの
元氣プラザ」
（予定）

8:00〜11:00

11月27日㈮

8:00〜11:00 阿古体育館

後期高齢者医療保険料（第５期）、保育料（11
30日㈪ 月分）、介護保険料（第３期）、国民健康保険
税（第３期）

その他

会 場

受付時間

実施日

27

20歳以上の女性

10

27

夫やパートナーからの暴
力やストーカー行為など︑
女性をめぐるさまざまな人
権問題についての相談を専
用電話で受け付けます︒相
談は無料で︑担当者は女性
の人権問題に詳しい人権擁
護委員や東京法務局職員で
す︒ぜひご利用ください︒
▽日時＝ 月 日㈪〜
日㈰午前８時半〜午後７時
※ 日㈯と 日㈰は午前
時〜午後５時
▽専用電話番号＝０５７
０ ０７０ ８１０

44

20 17

22

10

14

16

実施日時と会場

表１

任意予防接種 (14:20〜14:30）
定期予防接種
ＢＣＧ
(14:20〜14:30）
26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】

子宮がん検診

10

菊池民部の作﹃木造薬師如 内では︑神事や祭事などで ㈯午前 時〜午後１時﹁薬
来坐像﹄が公開されます︒ 使用する木造楽面や銅製鍍 師堂﹂︑午後１時〜３時﹁三
堂々としたビャクシンを 金銚子︵ときんちょうし︶︑ 宅島役所﹂
︻お願い︼
﹁三宅島役所﹂
前にした﹁三宅島役所﹂は 銅鏡などが展示されます︒
は個人の住居ですので︑公
開場所以外は立ち入らない
でください︒
島内の都指定文化財特別公開
問い合わせは三宅村教育
江戸時代に島の神官と地役 １日限りの公開ですので︑ 委員会社会教育係☎⑤０９
５２︑教育庁三宅出張所②
人を兼任した壬生氏の役宅 ぜひご来場ください︒
▽日時と場所＝ 月７日 ０１９１︒
です︒かやぶき屋根の建物

特設登記所開設（9:00〜12:00）
【役場臨時庁舎】

対象者 ※

検診名

12

10

東京文化財ウィーク︵東
京都教育委員会主催︶は︑
文化財をより多くの方に身
近に感じていただくために
行われています︒今年も三
宅島内にある東京都指定文
化財﹁薬師堂﹂
︵伊豆地区︶
と ﹁ 三 宅 島 役 所﹂
︵神 着 地
区︶を特別公開します︒
﹁薬師堂﹂では江戸時代
に八丈島流罪となった仏師

12日㈭

婦人科検診の対象者

11

30

れますので余裕を持ってお せは村民生活課保健係☎⑤
越しください︒受付時間内 ０９０２︒
であればい
つでも接種
できます︒
なお︑中
央診療所で
は実施しま
せんのでご
注意くださ
い︒中央診
療所で接種
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

定期予防接種
ＤＰＴ‑ＩＰＶ (14:30〜14:40）
(14:40〜15:00）
19日㈭ 日本脳炎
ＭＲ
(15:00〜15:10）
ＤＴ２期
(15:20〜15:40） 【中央診療所】

高齢者のインフルエンザ
ワクチンの予防接種︵未接
種者分︶を表１
のとおり実施し
ます︒対象者と
接種費用は表２
のとおりで︑今
回の対象者は今
年度未接種の方
となります︒
電話の事前申
し込みは不要で
すので︑都合の
良い日時に会場
へお越しくださ
い︵住んでいる
地区以外でも接種可︶︒受
付開始直後は混雑が予想さ
特設登記所開設（9:00〜12:00、13:00〜16:00）
【役場臨時庁舎】

未接種の方を対象に実施

11日㈬

表２

・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

21

高齢者インフル
エ ン ザ予防接種

11月の生活カレンダー

12

11

22
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10

﹃江戸が大好きに
なる古文書﹄
油井宏子著・柏書房

﹃武士と大名の
古文書入門﹄
新井敦史著・天野出版工房
／吉川弘文館

油井宏子著・柏書房

﹃古文書は
こんなに魅力的﹄
ゆうせい

くん

誕生日：平成26年
11月13日（坪田）

メッセージ

ここここここここここここれ！！！！！！！！！！
島 のあれこ

もっと知りたい

やました

ピンクのあれは⁝何？
﹁ドラゴンフルーツ﹂

暮 らしの中 に

村民憲章 を

このコーナーでは﹁三宅
村村民憲章﹂を少しずつ紹
介しています︒
村民憲章は前文と５つの
大項目︑それを少し具体的
に示したそれぞれ３つの小
項目で構成されています︒
前文は︑憲章の項目に入る
前に︑過去から現在︑そし
て未来へと連綿と続いてい
く三宅村の姿について︑改
めて思いを馳せていただく
ために置かれています︒
前文
三宅島は紺碧の海に抱か
れ︑雄山が緑の裾野を美し
く広げています︒満天の星
空︑野鳥のさえずり︑火山
島ならではの景色など︑こ
こにしかない自然の中に三
宅村はあります︒縄文の昔
から人はこの島に生き︑先
人たちの智恵や文化は代々
受け継がれています︒
今︑この地に生きる私た
ちは︑故郷に誇りと愛着を
もち︑一人一人が創意工夫
をもって共に歩む道しるべ
として︑ここに村民憲章を
定めます︒
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︒

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。

【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。

10

27

82
月の小・中学校予定
︻小学校︼
日㈯＝学校公開・学習発
表会
日㈪＝振替休業日
日㈭＝就学時健診
︻中学校︼
１日㈰＝文化祭
２日㈪＝振替休業日
日㈮〜 日㈮＝三者面談
問い合わせは三宅村教育

44

山下 優晴

最近︑商店やお魚センタ
ーの地産地消コーナーで︑
鮮やかなピンク色で手の平
ぐらいの大きな果物を目に
することがあります︒
これは﹁ドラゴンフルー
ツ﹂という名のサボテン科
の果実で︑表面にある葉の
ような緑色の突起物はサボ
テン科の果実特有のもので
す︒メキシコなど中南米の
熱帯雨林が原産ですが︑近
年は日本でも栽培され︑三
宅島でもハウス栽培してい

収穫前のドラゴン
フルーツ

第 回大田区秋季柔道大会 ３位＝椎野智陽
○小学６年生︵軽量︶第
三宅島から 人参加
３位＝山田航希
○中学１年生︵軽量︶準
月 日︑第 回大田区
秋季柔道大会が同区で開催 優勝＝早川渓太︑第３位＝
され︑三宅島からは小学生 伊藤龍介
人︑中学生６人︑高校生２
人︑社会人１人が参加しま
した︒小学３年生までは１
試合のみで３人が勝利し︑
４年生以上は軽量・重量級
ごとに試合が行われ︑入賞
者は次の通りです︒
○小学４年生︵軽量︶準
優勝＝荒木渉志
○小学５年生︵重量︶第

10

我が家の癒し担当優ちゃ
ん。いつも笑顔でいてく
れてありがとう！
お兄ちゃんと一緒にいっ
ぱい遊んで、優しくたく
ましく育ってね。

る農業者の方がいます︒三
宅島でのドラゴンフルーツ
の収穫期は８月下旬から
月で︑サラダのトッピング
やデザートとして食べられ
ています︒
半分に切ると豊富な果汁
を含む︑白または鮮やかな
濃いピンク色の果肉が現れ
ます︒種類によって他に黄
色のものなどがあり︑甘み
や酸味もそれぞれ少し異な
ります︒果肉の一面にはゴ
マ粒のような黒い種子があ
りますが︑果肉ごと食べら
れるのでキウイフルーツと
同じような食感です︒
最近はマンゴーを生産販
売している農業者の方もお
り︑パッションフルーツに
並ぶ島の新たな特産品やお
土産として︑定着
していくといいで
すね︒
※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☎⑤０９
８４︒

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/

!!

記念写真に納まる選手たち

騎手と記念写真に納まる
内田副村長（右）
ら

歴史を学ぶ楽しさと古文
書を読む面白さが両方いっ
ぺんに味わえます︒崩し字
をじっと見て目に焼きつけ
たり音読したりするうちに︑
それが自分のものとなり読
めるようになっていくはず
です︒古文書を読んで歴史
を楽しんでみませんか？
三宅村図書館☎⑤１４５
３︑開館午前 時〜午後５
時︑水曜日休館︒

イベント情報

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。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。
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委員会☎⑤０９５２︒
校運動会が三宅小学校校庭
三宅小・中学校
新着本の紹介
で盛大に催されました︒
合同運動会開催
今回紹介する本は︑９月
気持ちの良い秋晴れの空
に開催した第４回古文書講
月 日の体育の日︑第 の下︑今年度の小・中学校
座で紹介された３冊です︒
９回三宅村立三宅小・中学 の ス ロ ー ガ ン ﹁ 燃 え 上 が
れ！２つの星の大決戦 ﹂
︵小学校︶と﹁闘志を燃や
ようなその動きが名前に現
三宅島自然だより
せ勝利をつかめ﹂︵中学
れていますね︒
﹁ハチ？それとも
校︶を胸に︑児童生徒たち
長い糸のような口を持つ
ハチドリ？いえいえ⁝﹂
は各競技に全員一丸となっ
ため島のどんな花の蜜でも
て一生懸命に臨み︑会場に
ブーンと小さな 求めて回れます︒チョウや
集まった保護者や来賓の
羽音をたて視界を ハチが少なくなる晩秋にも
方々など多くの観客から喝
高速で横切ってい 出現するため︑アザミやワ
采が送られていました︒
く影︒花のそばで ダンなど多くの花にとって
飛びながら空中停 受粉を頼れる存在です︒
止し︑そしてまた
三宅島の小さな 虫
｢ のハ
花から花へ︒
チドリ ︒
｣ 皆さんの庭先の
﹁ハチドリって日本にい ランタナやコスモスにもき
る の ？ ﹂ と 尋 ね ら れ た と っとやって来ますよ︒
き︑大抵は
この生きも
のが正体で
す︒鳥では
なく実は昆
虫で︑ホウ
ジャク︵蜂
雀︶という
ガの仲間で
す︒ハチの
ような鳥の

三宅島火山ガス濃度情報サービス

参加費・定員
集合場所

18

12

30

10

参加費無料
10:30 三宅島ふれあい ・定員無し
児童公園駐車場

街なかバードウオ 11月８日㈰、
ッチング(神着編) 12月13日㈰

全体リレーの入場

大 井
競馬場

in

時 間
実施日時
イ ベ ン ト 名

10

10

三宅島郷土
資料館前

街なかバードウオ 11月３日(火･祝)、
ッチング(阿古編) 12月６日㈰
9:00〜

68
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11

た︒レース後の表彰式では
帰島 周年
優勝馬の馬主の方や騎手ら
記 念レース
に︑内田副村長から花束と
９月 日︑ 月１日の２ 三宅島特産品の詰め合わせ
日間︑港区の大井競馬場で を贈呈しました︒
開催された﹃物産展 シテ
ィパーク大井﹄に出展し︑
三宅島特産品の販売や明日
葉を配布するなど︑観光Ｐ
Ｒを行いました︒
２日目には特別区競馬組
合ほか関係者のご協力によ
り︑第６レースを﹃三宅島
帰島 周年記念レース﹄と
して実施していただきまし

ホシホウジャク

11

14
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20
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