伊豆
ウオーク
諸島

三宅島

月５日㈯に開催

噴火︑津波

福祉まつり開催
４００人が来場

べ︑長年にわたり三宅村に
貢献された方々の功績をた
たえ︑長寿をお祝いしまし
た︒続いて来賓を代表して
平野議長︑土本支庁長︑諸
石警察署長が祝辞を述べ︑
三宅都議からの祝電も披露
されました︒
乾杯の音頭は三宅島社会
福祉協議会の寺本会長がと
り︑参加者は笑顔で乾杯し
ました︒その後︑各地区の
老人クラブや一般参加者が
日頃練習してきた演芸を披
露し︑趣向を凝らした出し
物で会場を沸かせました︒
最後に三宅村シルバー人
材センターの晝間︵ひるま︶
会長が万歳三唱を行い︑盛
況のうちに閉会しました︒

﹁敬老の集い﹂開催

また︑都立園芸高校の生
平成 年度
徒︑愛知県立安城農林高校
の生徒などによる苗木の無
貢献者の功績と長寿祝う
料配布には今年も長蛇の列
月３日︑毎年恒例の
ができ︑生徒たちは大事に
育てた苗を笑顔で手渡して ﹁敬老の集い﹂が阿古体育
館で開催され︑来賓を含め
２４５人が出席しました︒
午前 時より開催された
式典では主催者を代表して
櫻田村長があいさつを述

回三宅島産業祭を開催

などを実施
避難
訓練

月 日﹁平成 年度東京都・三宅村・御蔵島村
合同総合防災訓練﹂が実施されました︒
27

いました︒
なお︑当日の様子や品評
会の表彰結果︑料理コンテ
ストのレシピなどは︑三宅
村ホームページにて掲載し
ていますのでご覧ください︒

野菜を使った﹁宝船﹂が登場

が集まりにぎわいました︒
﹁宝船﹂の展示後は解体
した野菜を利用して野菜の
詰め放題が行われ︑多くの
人で大いに盛り上がりまし
た︒

大盛況

第

月 日︑第 回三宅島 超える方が来場しました︒
当日は好天に恵まれ︑暖
産業祭が役場臨時庁舎駐車
場を中心に開催され︑友好 かな日差しの下︑三宅島の
さまざまな産業を見て・食
べて・体験して楽しめる催
しが多数用意され多くの人

宅村コミニティセンターを
目指して歩き︑終了時刻は
午後４時を予定していま
す︒
なお︑開催に伴い参加者
がコースの都道︵歩道︶お
よび村道などを歩行するた
め︑車の通行には十分お気
をつけください︒皆さまの
ご協力とご声援をよろしく
お願いします︒
都市の小金井市と伊那市の
問い合わせは伊豆諸島ウ 皆さまのほか１２００人を
オーク実行委員会︵三宅島
観光協会︶☎⑤１１４４︒

ＷＥＲＩＤＥ三宅島エンデューロレース

都︑三宅村︑御蔵島村合同防災訓練

三宅島帰島 周年記念と
してＴＯＫＹＯウオーク２
０１５特別編﹁伊豆諸島ウ
オーク 三宅島﹂を 月５
日㈯に開催します︒
午前９時 分にリスタ☆
ホール︵三宅村文化会館︶で
出発式を行い︑午前９時半
に出発します︒コースは２
コースあり︑Ａコースはリ
スタ☆ホールから約 ㌔
㍍︑Ｂコースは三七山園地
から約 ㌔㍍です︒両コー
スとも左回りでゴールの三
１人が参加しました︒
当日はあいにくの雨模様で
過酷な条件でしたが︑ライ
ダーは懸命に１５０分間の
レースを走りきりました︒
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月 日︑今年で６回目
となる﹁ＷＥＲＩＤＥ三宅
島エンデューロレース﹂が
七島展望台周辺の特設コー
スで開催されました︒

帰島10周年
記
念

１０２人のライダーが出場

をおかけし︑誠に申し訳ご
ざいませんでした︒
原因は配信設定の誤り
で︑ 月 日に配信予定だ
った﹁平成 年度東京都・
三宅村・御蔵島村合同総合
防災訓練﹂の緊急訓練配信
が誤配信されたものです︒
今後は二度とこのような
ことがないよう再発防止に
努めてまいります︒
問い合わせは総務課防災
危機管理係☎⑤０９３５︒

11

月８日︑第 回三宅島
福祉まつりが開催され︑約
４００人が来場しました︒
﹁感謝 そして元気の発
﹂がテーマの今回は︑

信

帰島 周年を記念し︑災害
と支援を振り返る写真展や
ステージ発表︑恒例のフリ
ーマーケットなどが行われ
大いににぎわいました︒ま
た︑同じ噴火災害で全島避
難をしている口永良部島の
皆さんへ応援メッセージを
送るコーナーでは︑励まし
の言葉がたくさん集まりま
した︒

にぎわう福祉まつりの会場
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島外避難を想定した火山
噴火避難訓練では消防団の
支援の下︑防災頭巾をかぶ
った小学生や神着・伊豆・
伊ヶ谷地区の住民の皆さん
が伊ヶ谷港に避難し︑海上
自衛隊︑海上保安庁︑警視
庁の船へ本番さながらに

度も経験していますが︑そ
の経験が自信につながって
しまうかもしれません︒こ
れまでの教訓を踏まえ︑気
を引き締めて防災対策に臨
んで行かねばなりません︒
災害に立ち向かうには平素
からの準備︑訓練が大切で
す︒自助︑共助の大切さを
再認識し︑日ごろから正し
い知識を蓄えると共に︑備
蓄に努めるなど家庭や職場
での備えを進めてくださ
い︒﹂と述べました︒
年ぶりとなる東京都と
の合同訓練でしたが︑あら
ためて災害への備えの大切
さを再確認することができ
ました︒訓練にご協力をい
ただいた皆さん︑ありがと
うございました︒
ＩＰ告知端末の
誤配信のお詫び
月 日午後６時ごろ︑
全世帯に貸与しているＩＰ
告知端末︵テレビ電話︶
に︑緊急配信︵サイレン音
付︶が誤って配信されまし
た︒皆さまには大変ご迷惑

10

12

12

出場台数は 台で︑２〜
３人１組で参加するチーム
を含め総勢１０２人のライ
ダーが出場し︑島内からも

スタート直前のライダーたち

敬老の集いを盛り上げた
「あしたば音頭」
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次々と乗り込みました︒
阿古地区﹁ここぽーと﹂
でイベント開催中の被災を
想定した津波避難訓練で
は︑参加者は真剣な様子で
隊列を組んで高台を目指し
ました︒消防団による避難
行動要支援者の安否確認も
行われるなど︑実践的な訓
練が繰り広げられました︒
役場臨時庁舎周辺では倒
壊家屋からケガ人を助け出
す救助訓練や医療救護訓
練︑炊き出しなどに︑共助
の戦力として中学生・高校
生が参加し︑緊迫感溢れる
訓練となりました︒また︑
午後の海難救助訓練では警
備艇やヘリからの遭難者捜
索訓練が行われました︒
櫻田村長は講評の中で
﹁われわれは噴火災害を何

13

in

in

また︑会場では三宅村商
工会女性部によるムロアジ
のつみれ汁やホットドッ
ク︑三宅島応援隊によるホ
ットコーヒーが提供され
ました︒
終了後は︑阿古体育館
でグランドパーティーが
開催され︑表彰式やバイ
クを始め豪華商品が当た
る抽選会︑じゃんけん大
会などがにぎやかに行わ
れ︑ライダー同士の親睦
も深まりました︒
翌日はゆっくりと島内
観光を楽しみ︑今年のエ
ンデューロレースも盛況
のうちに閉幕しました︒

26
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植物で作られた帰島10週年のパネル
海上自衛隊「えんしゅう」に乗り込んだ
児童たち
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今月の人口と世帯数

（外国人含む）

2015.12.1（平成27年）

2,639人 （＋２人）
1,709世帯（＋１世帯）
平成27年11月１日現在
※カッコ内は前月１日比

▽方法＝﹁投票所入場整
理券﹂をご持参の上︑投票
場で﹁宣誓書兼請求書﹂に
必要事項を記入し︑係員の
案内により投票︒この他︑
指定病院や指定老人ホーム
などに入院・入所中の方
は︑不在者投票を行う方法
もあります︒また︑体が不
自由で投票所へ行けない一
定の方には︑自宅で投票で
きる制度もあります︒希望
される方は選挙期間が短い
ことから︑早めに村選挙管

ンターの多大なるご厚意と
地域住民のご協力を得て︑
毎年春と秋に﹁花いっぱい
運動﹂として都道沿いの花
壇に花の苗を植え始め︑今

石井 節美

笑顔と元気で地域を牽引

以降︑地域振興のために
さまざまな取り組みを行っ
ており︑２００５年の帰島
後︑島も徐々に落ち着きを
見せ始めた翌年 月より︑

みんなの
コ ラ ム

三宅村商工会女性部長

秋で第 回を迎えることが
できました︒
今年２月には︑
﹁三宅漬﹂
﹁あしたば炊きこみごはん
の素﹂といった特産品開発
や︑郷土料理研究としての

島しょ

平成 年度秋の全国火災
予防運動が行われ︑この一
環として島嶼地区消防団連
絡協議会では島しょ地区の
﹁食べたい育てたい注目のトマト﹂
小学校に火災予防ポスター
と標語を募集しました︒
消費者に人気が高いトマ いを色で判断することが難
審査の結果︑標語部門で トは︑各種苗会社が開発に しいです︒果実を触り︑皮
松﨑隆太朗くん︵三宅小学 力を入れている新しい品種 に張りがあり軟らかいもの
校３年︶の﹁消したかな
です︒今回はセンターで今 を収穫しましょう︒
②食感が楽しい品種
家族みんなの 合言葉﹂が 年栽培した５種︵ミニトマ
見た目の光沢がきれいな
佳作に入選しました︒
ト５種︶を紹介します︒
渡辺採種場の
﹁プチぷよ﹂
は
三宅村からの標語部門入
①カラフルな品種
選は初めてのことです︒
赤色のミニトマトと併せ 平均果重 ㌘程度とやや小
て使うと料理に彩を加える さいミニトマトで︑サクラ
を行うための財源として重 ことができます︒センター ンボの様な食感はトマトの
要な役割を担っています︒ ではトキタ種苗の﹁栄養戦 常識を覆します︒栽培のポ
きちんと納めている方との 隊サプリガールズ﹂の中か イントは果皮をきれいに保
︑桃 ち︑アザミウマやうどんこ
不公平も生じることになり ら︑黄色﹁キリちゃん﹂
︑緑色﹁ミ 病などの病害虫︑高温時の
ますので︑納付についての 色﹁モモちゃん﹂
︑茶色﹁チョコ 日焼けに注意しましょう︒
ご理解と期限内納付にご協 ドリちゃん﹂
農作物や病害虫の試験に
ちゃん﹂の４種を栽培しま
力をお願いします︒
問い合わせは企画財政課 した︒カラフルな品種は熟 対 す る 要 望 が あ り ま し た
期が分かりにくく︑特に緑 ら︑当センターまでご相談
税務係☎⑤０９８３︒
色の品種は未成熟果との違 ください☎⑥１４１４︒
までの土日祝日を除く午前
９時から午後５時まで▽販
対象団体や事業期間︑補
第３回地域振興
売対象＝住民票の有無に関
助金額などの詳細は募集案
補助事業を募集
わらず先着順▽販売数＝１
内または公社ホームページ
島しょ振興公社
人 冊︵世 帯 人 数 分 ま で 購
をご覧ください︒
入 可 能︶▽ 有 効 期 限 ＝ 平 成
問い合わせは島しょ振興
島しょ地域の団体・法
年１月 日㈰
人・個人事業者などの地域 公社☎
５４７２ ６５
問い合わせは三宅村企画 振興に関する事業に対し︑ ４６︑または企画財政課企
財政課☎⑤０９８４︑三宅 経費の一部を東京都島しょ 画情報係☎⑤０９８４︒
村商工会☎②１３８１︒
振興公社が補助します︒
今年度はこれまでの対象
人事異動 ︵ 月１日付︶
事業︵地域振興に係る特産
品︑観光振興︑島おこしを
︻主任級︼総務課庶務係
担 う 人 材 育 成 に 関 す る 事 選挙管理委員会事務局併任
業︶の他に︑新たに﹁その他 ＝沖山紋華︑総務課付＝前
地域振興に資する事業︵① 田誠
調査研究②地元の元気創生
︻主事級︼議会事務局出
③第一次産業活性化︶﹂︒
向議会係＝杉本小百合︑地
▽募集期間＝ 月 日㈪ 域整備課水道係兼環境整備
まで
係＝鈴川未来
▽募集案内の配布と申請
︻新規採用︼企画財政課
書類の提出先＝企画財政課 企画情報係＝住吉愛実
企画情報係
28

表彰状を手にする松﨑くん

10

かな支障枝の伐採にご協力
をお願いします︒
なお︑私有地から村道な
どに張り出している樹木は
土地所有者に所有権があ
り︑村で勝手に切ることは
できません︒所有者の自己
責任のもと︑伐採またはせ
ん定などの適切な処置をお
願いいたします︒
問い合わせ先地域整備課
環境整備係☎⑤０９８９︒

総合センター通信

21

火災予防標語で佳作
三宅小
松﨑隆太朗くん
３ 年

プレミアム商品券
販売継続しています
三宅村プレミアム商品券
は継続販売中です︒すでに
購入した方も新たに追加購
入可能ですので︑皆さんぜ
ひお買い求めください︒
▽販売場所＝三宅村商工
会▽販売日時＝完売する日

村道沿いの樹木
伐採のお願い
村道上などに私有地より
繁茂した樹木が多く見受け
られます︒万が一︑樹木の
倒木などが原因で事故が発
生した場合は︑民法などで
所有者の責任が問われるこ
とがあります︒
事故を未然に防止するた
め︑所有者の皆さんは速や

水 農
産 林

12

理委員会へお問い合わせく
ださい︒なお︑今回新たに
選挙人名簿へ登録される方
は①平成８年２月８日まで
に生まれた方②平成 年
月１日までに住民基本台帳
法に基づく転入の届出を
し︑引き続き本村に住所を
有する方となります︒
問い合わせは三宅村選挙
管理委員会☎⑤０９８１︒

村税などの総合
徴収を実施します
月は徴収強化月間とし
て︑村職員が対象世帯を訪
問して未納の村税や使用料
などを徴収する︑﹁総合徴
収﹂を実施します︒村税や
使用料などは行政サービス

11

レシピ集発行など︑これら
の活動が評価され︑東京都
女性活躍推進大賞の地域分
野で奨励賞を受賞しました︒
これも過去から現在と続く
部員の努力および地域住民
の温かいご理解とご協力の
賜物と感謝申し上げます︒
これからも三宅島の５年
後︑ 年後を見据え︑部員一
同﹃笑顔と元気﹄をモット
ーに知恵と気配りと行動力
を発揮して事業活動に望ん
でいきたいと思っています︒
皆さまのより一層のご支援
とご協力をお願いします︒

27

31

三宅村議会議員・村長選挙

投票日当日に仕事や家庭
の都合で投票所へ行けない
方は︑期日前投票で事前に
投票ができます︒
▽期間＝２月３日㈬から
２月６日㈯
▽時間＝午前８時 分か
ら午後８時
▽場所＝三宅村役場臨時
庁舎１階
30

心と体のリフレッシュのた
め地域住民が参加できる
﹁ヨガ教室﹂を開始し︑会
員数１００人超と大変好評
でした︒また︑同じころよ
りＮＰＯ法人園芸アグリセ

12

27

三宅村役場臨時庁舎
阿 古

三宅村神着老人福祉館

︻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︒

11

三宅村コミュニティ
センター
伊ヶ谷

坪田3050番地1 三宅村文化会館
坪 田

三宅村伊豆老人福祉館
２月７日㈰ 伊豆1054番地
午前７時
伊ヶ谷330番地
から
午後６時
阿古497番地
まで
伊 豆

神着197番地
神 着

投票所の場所、建物の名称
投票区名 投票日・時間

10

03

別表「三宅村議会議員・三宅村長選挙」

２月７日㈰に実施します

12

10

任期満了に伴う三宅村議
会議員および三宅村長選挙
を２月２日㈫に告示し︑２
月７日㈰に実施します︒投
票時間は午前７時から午後
６時までです︒
︵別表参照︶
今後の村政の行方を決め
る大切な選挙に︑皆さんの
貴重な一票を反映させまし
ょう︒

村長室だより

商工会女性部は︑女性の
特性を生かして地域振興発
展の良き協力者であるとと
もに推進者となり︑商工女
性の使命感に徹し組織活性
化の原動力や社会一般の福
祉の増進に努め︑豊かなま
ちづくりの担い手となるこ
とを誓いとし︑昭和 年に
設立しました︒

22

平成27年10月11日から平成27年11月10日まで

月は後期高齢者医療保険料︑
保育料︑
固定資産税の

56

10月11日 三宅小中学校合同運動会出席
14日 東京都森林組合長来庁対応
15日 海上保安庁下田海上保安部長、東京都建
設局長、国税庁東京国税局芝税務署長来
庁対応
17日・18日 第43回小金井なかよし市民まつり
出席
21日 平成27年度第３回伊豆諸島・小笠原諸島
地域力創造対策協議会、平成27年島嶼町
村長会議、関東の港湾を考える意見交換
会出席
22日 関東地区港湾整備振興大会、経済と暮ら
しを支える港づくり全国大会出席、東京
都港湾局離島港湾部長来庁対応
23日 Red Bull取材対応
26日 東京都総務局総務部長来庁対応
27日 防衛省自衛隊東京地方協力本部大田出張
所長来庁、東京都副知事島内視察対応
28日 平成27年度東京都・三宅村・御蔵島村合
同総合防災訓練出席
30日 東京都町村会決算監査、東京都町村会役
員会、平成27年度第３回東京都町村長会
議、平成27年度東京都砂防促進大会出席
11月４日 三宅村安全確保対策専門家会議大久保委
員来庁対応、三宅村森林組合理事会出席
５日 東京都産業労働局長、財務省関東財務局
東京財務事務所調査官来庁対応
９日 東京都の港湾を考える町村懇談会出席

10

(2)
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12／28㈪〜1／4㈪休館
図書館

12／29㈫〜1／3㈰休館
郷土資料館

12／29㈫〜1／3㈰休館

納付月︒
年末年始のため早めの納付をお願いします︒

14

10

︻防災行政無線︼放送内容を確認したい場合は

13

63

内でもちょっとした運動を

時間自動音声案内☎０４９９４⑥０８１３︒

屋

鈴木 亮士

【問い合わせ】
新中央航空㈱三宅島空港
☎04994‑6‑0006

アカコッコ館

１月
後期高齢者医療保険料（第６期）の納期限
４日㈪

中央診療所医師

75.4％

国民年金

管疾患に次いでこの移動能
力の低下に至る関節疾患と
骨折・転倒という事実があ
ります︒
例えば︑片脚立ちで靴下
が履けない︑家の中でつま
ずいたり滑ったりする︑階
段を上がるのに手すりが必
要︑屋内での重労働が困
難︑２㌔㌘程度の物を持つ
ことが困難︑ 分歩けな
い︑という項目に該当する
ものがあれば︑若い世代で
も注意が必要です︒
そこで︑予防や改善のた
めに運動が推奨されてお
り︑屋内でもできる予防の
運動を紹介します︒
片手を椅子の背もたれや
机に突いての片脚立ちを左
右１分ずつ︑手を膝につい
た状態での椅子からの立ち
上がり動作のスクワット５
回︑これらを１日３回です︒
この冬は︑屋内でもでき
るロコモティブシンドロー
ム予防をぜひお試しくださ
い︒

搭乗率

就航率

12／25㈮から1／5㈫まで休まず営業。
ただし、男女露天風呂は3月末まで休業。

中央診療所では︑老朽化 の時間が短く︑高齢者の方
したＣＴ撮影装置を新たな などへの配慮がされている
装置に入れ替え︑ 月 日 機器です︒
診療所で
から稼動させ
ＣＴ撮影装置が
は︑今後もよ
ています︒新
新しくなりました り安全で安心
たな装置︵Ｇ
中央診療所
な医療の提供
Ｅヘルスケ
ア・ジャパン㈱の 列ＣＴ に努めていきます︒
問い合わせは中央診療所
装置︶は︑広範囲の撮影を
短時間でできるため息止め ☎②０６０１︒

師走となりました︒暖か
い時期は外で活動していて
も︑冬場は外に出ることも
少なく運動不足になりがち
です︒
さて︑﹁ロコモティブシ
ンドローム﹂という病気を
ご存知でしょうか︒足腰な
ど運動器の障害で移動機能
が低下する状態を言い︑進
行すると介護が必要になる
可能性が高くなります︒
原因は腰部脊柱管狭窄症
︵きょうさく︶︑変形性関
節症︑腰椎症︵ようつい︶
といった病気の他に︑骨粗
しょう症に起因する股関節
や腰骨の骨折などです︒
自分自身での移動が困難
になると︑他の方の支援が
必要になることが多く︑他
の病気にもなりやすくなり
ます︒高齢の方が多い三宅
村︑ひいては日本全体とし
ても喫緊の課題と考えられ
ます︒
実際に要介護認定される
方の代表的な原因は︑脳血

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

ふるさとの湯

24

されません︒
募集期間＝ 月 日㈪か
みやけ保育園では就学前
老齢年金にかかる税金に
老齢年金を受給している
１歳から５歳児までの４月 ら１月 日㈮まで
ついて
方には１月下旬に前年分の
提出先＝みやけ保育園
入園希望者の募集を行いま
老齢年金は所得税法上の ﹁源泉徴収票﹂を送付して
※入園中の
す︒必要書類
児童で引き続 雑所得として所得税が課税 いますので︑確定申告など
は︑みやけ保 みやけ保育園
き入園を希望 されます︒その年の支払額 の際に税務署に提出してく
育園または村 入園児を募集
する場合も申 が︑ 歳未満で１０８万円 ださい︒なお︑亡くなられ
民生活課福祉
月 日㈪ から１月 日㈮
た方の源泉徴
請が必要です︒ 以上の方や みんなの
係にて配布し
収票は︑死亡
歳以上で
問い合わせはみやけ保育
ています︒また︑村のホー
届を提出した
ムページからもダウンロー 園☎②００６４︑村民生活 １５８万円
ご遺族に２カ
以上の方
課福祉係☎⑤０９０４︒
ドできます︒
は︑原則として所得税がか 月程度で送付しています︒
詳しくは︑ねんきんダイ
日から平成８年４月１日生 かります︒年金に課税され
ふるさとの成人式
まれで︑三宅村に住民票が る所得税は︑各支払月に支 ヤル☎０５７０
１１
に出席しましょう
ある方および三宅島出身者 払われる額から源泉徴収さ ６５または村民生活課保健
１月３日㈰開催
となります︒なお︑対象の れます︒ただし︑この年金 係☎⑤０９０２までお問い
﹁ 平 成 年 三 宅 村 成 人 方には案内状を 月上旬に 額より少ない方は源泉徴収 合わせください︒
式﹂を１月３日㈰午前 時 送付しています︒
問い合わせは三宅村教育 ょ保健所三宅出張所☎②０ ６時から︵開場は午後５時
から三宅村文化会館︵坪
委員会社会教育係☎⑤０９ １８１︒
田︶にて開催します︒
半︶
対象者は平成７年４月２ ５２︒
▽場所＝三宅村コミュニ
ティセンター
Ｘｍａｓコンサート
▽参加費＝５００円︵未
入するなど︑皆さんの健康
島しょ保健所三宅出張所
月 日㈰に開催
就学児は無料︶
を守る設備を充実させてい
月７ 日 ㈪
新庁舎が完成
アカコッコ合唱団
業 務 開 始
問い合わせはアカコッコ
ます︒
なお︑旧庁舎の取り壊し
アカコッコ合唱団主催の 合唱団☎０９０ ３１３５
島しょ保健所三宅出張所
の新庁舎が完成し︑ 月７ と駐車場などの整備工事を クリスマスコンサートを今
６７１０︵肥後︶︒
日㈪から新庁舎で業務を開 行いますので︑新庁舎へは 年も開催します︒美味しい
始します︒２階建ての新庁 左側の仮入口をご利用くだ 料理や飲み物とともに歌や
第１回三宅島の
舎には新型の検査機器を導 さい︒また︑新庁舎移転後 楽器演奏などがステージで
猫写真展を開催
も電話番号︑ＦＡＸ番号に 披露されます︒ぜひご参加
変更はありません︒
ください︒
三宅島にゃんこの会主催
問い合わせは東京都島し
▽日時＝ 月 日㈰午後 による猫の写真コンクール
の作品が 月 日から 日
三 宅 高 校 で は 公 開 講 座 から 日㈮︵当日消印有効︶ までここぽーと１階ロビー
▽応募方法＝講座名︑住 で展示されました︒
﹁陶芸教室﹂を開催します︒
所︑氏名︑年代︑性
９歳から 歳までの作
全４回の参加が条件
別︑電話番号を明記 品︑ 点が展示され︑遠く兵
となり︑定員９人を
し︑はがきかＦＡＸ 庫県からの応募もあり力作
超えた場合は抽選の
ま た は 電 話 申 し 込 が集まりました︒村長賞や
上︑通知します︒
み︒
▽日時＝１月 日
支庁長賞︑にゃんこの会賞
▽応募先と問い合 の他︑地元協賛店から多く
㈪︑ 日㈯︑２月６
わせは東京都立三宅 の特別賞が贈られました︒
日㈯︑ 日㈰午後１
高等学校⑥１１３
時から５時︵最終日
三宅島にゃんこの会は︑
６︑ＦＡＸ⑥０５５ 人と生き物との共生をめざ
は午後４時まで︶
１︑〒１００ １２１１︑ し︑野良猫の不妊手術など
▽費用＝１５００円
▽応募期間＝ 月７日㈪ 三宅村坪田４５８６︒
の活動をしています︒

（H27.10.1〜10.31）

12／30㈬〜1／3㈰休業
ただし、12／28㈪、29㈫は通常通り回収。
持ち込みの場合はごみの区分に関らず受付。

25日㈮ 固定資産税（第３期）納期限

12

問い合わせ先

10

17

71

クリーン
センター

28日㈪ 保育料（12月分）納期限

65

18

休まず通常ダイヤで運行
任意予防接種
(14:20〜14:30）
定期予防接種
ＢＣＧ
(14:20〜14:30）
24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】

65

12

参加者を募集

村営バス

13

15

98.9％

三宅
⇒調布

40.1％

調布
⇒三宅

陶芸教室

三宅
高校

中央診療所

11

16

12

14

10

11

12

12／29㈫〜1／3㈰休業

12／29㈫〜1／3㈰休診
ただし、急患の場合は、
中央診療所☎②0016まで。
定期予防接種
ＤＰＴ ＩＰＶ (14:30〜14:40)
(14:40〜15:00)
17日㈭ 日本脳炎
ＭＲ
(15:00〜15:10)
ＤＴ２期
(15:20〜15:40) 【中央診療所】

15

15

16

21

役場・出張所
特設登記所開設（東京法務局）（9:00〜12:00）
【役場臨時庁舎】

10日㈭

12

業務案内
施設名
特設登記所開設（東京法務局）（9:00〜12:00、
９日㈬
13:00〜16:00）
【役場臨時庁舎】

28

・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。

三宅村役場などの年末年始業務案内
12月の生活カレンダー

12

◆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】
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13

12

10

30

05

内で表彰式が行われ︑作品
は来年２月に東京都美術館
で展示されます︒

巨木を見ながら林道を歩く参加者

43

45

25 14

18

10

頃︑目にしている昆虫を違
う角度から︑のぞいてみま
せんか？

〜時間をとめた生きものたち〜

栗林慧著・金の星社

﹃栗林慧ひみつの瞬間写真館﹄
︵昆虫１︶

き
ゆ

都小学生科学展
教育委員会賞受賞

12

25

三宅小 日下海吉 くん

以上が掲載され︑特に身近
な日本の野鳥については野
外観察で役立つ情報も紹介
されています︒
この図鑑を片手に︑ふる
さと三宅島の野鳥を観察し
月の小・中学校予定
てみましょう︒
︻小学校︼
﹃ポプラディア大図鑑
４日㈮＝人権教育推進協議
ＷＯＮＤＡ鳥﹄
会
ポプラ社
日㈮＝大掃除・終業式
︻中学校︼
２日㈬〜４日㈮＝期末考査
４日㈮＝人権教育推進協議
会
三宅村図書館☎⑤１４５
３︑開館午前 時〜午後５
時︑水曜日休館︒
︻年末年始の休館につい
て︼
月 日㈫から１月３日
㈰まで︑三宅島郷土資料館
と三宅村図書館は休館です︒

ディスカバー

誕生日：平成26年
11月12日（伊豆）

三宅島

〜﹂を開催します︒今回は
市販されているキットを使
いますが︑実際に自分で作
った凧を揚げて﹁ものを作
る楽しさ﹂を味わうと︑ふ
るさと三宅島の中に凧の材
料があることに気づくはず
です︒おじいちゃんおばあ
ちゃんや家族での参加も大
歓迎です︒皆さんの参加を
お待ちしています︒

暮 らしの中 に

村民憲章 を

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。

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︒前回の前文
に続き︑今回は大項目の１
つ目と︑これに続く３つの
小項目を紹介します︒
一 島︵ふるさと︶を愛
し︑明るく清清しい村をつ
くります
・自然環境を守り︑自然
の恵みに感謝します
・花を植え︑木を育て︑
野鳥を大切にします
・暮らしのたたずまいを
整え︑清潔に保ちます
背景
旅行などで見知らぬ土地
を訪れた時︑まずは景色が
視界に入ってきます︒美し
い自然の風景や趣のある家
並みなどは︑訪れた人に
﹁良いところだな﹂という
好印象をまず与えるのでは
ないでしょうか︒
このことから︑ふるさと
三宅島に愛情を持ち︑ここ
にある自然を守り︑育て︑
大切にしよう︑地域や家並
みをきれいにしよう︑とい
う意味が込められています︒
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︒

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/

﹃冬休み直前親子クラフ
ト教室﹄〜凧づくり〜

10

賞状を手にする日下くん
演奏する都民交響楽団

ち
きく

N

メッセージ

冬休み親子クラフト教室
を開催します！

S

22

ちゃん

菊地 結希

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︒
クラフト教室の第３回目
として︑﹁冬休み直前親子
クラフト教室〜凧づくり

▽日時＝ 月 日㈬︑
︻午前の部︼午前
時から︑
︻午後の部︼
午後１時から
▽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☎⑤
０９５２︒
※﹁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
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30

W

笑顔いっぱい！
元気いっぱい！
大きくなあれ!!

E

平成 年度東京都小学生
科学展において︑各区市町
村の代表作品の中から︑三
宅小学校３年の日下海吉
︵くさか・みよし︶くんの
作品﹃三宅島のクワガタと
気しょうの関係について﹄
が東京都教育委員会賞を受
賞しました︒ 月 日に都

10

【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。

12

肉眼では決して捉えるこ
とのできない︑昆虫の﹁瞬
間﹂をまとめた一冊で︑斬
新な写真は私たちの目と好
奇心を釘づけにします︒日

冬は日本でも見られます
が︑伊豆諸島は本来の渡り
のルートではなく︑三宅島
で見られたのも初めてで
す︒もしかしたら渡りの際
に︑どこかで仲間とはぐれ
てやってきたのかもしれま
せん︒今は仲間と合流し
て︑元気に生活しているこ
とを願っています︒

イベント情報

凧の工作キット

29
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82

た︵主催 北総の森・巨樹
日㈪〜 日㈮＝学校公開
初の島内巨木
古木研究会︑三宅島観光協
日㈮＝大掃除・終業式
ツアーを開催
問い合わせは三宅村教育
会︶︒巨木とは地上１・３㍍
委員会☎⑤０９５２︒
月 ︑ 日︑島内初の の幹周りが３㍍以上の樹木
︻新着本の紹介︼
巨木ツアーが開催されまし で︑島内にはスダジイを中
世界のめずらしい鳥から
心に５００本あるとされて
日本の野鳥まで８５０種類
います︒
参加した 人はガイドの
佐久間文夫氏らの案内で坪
三宅島自然だより
田林道や大路池周辺を見て
﹁迷子なのに
回り︑その圧倒的な存在感
のんびり
や自然の力強さを体感した
していました﹂
様子でした︒観光協会はウ
オークと共に巨木巡りも観
月︑阿古の村
光の目玉の一つにしようと
役場臨時駐車場に
推進しています︒
大きな茶色い鳥が
やってきました︒
人が近づいてもお
構いな
しに草の穂を食
べ続けていたり
プールで休んだ
りと︑気になっ
た人も多いと思
います︒
この鳥はガン
の仲間の﹁ヒシ
クイ﹂といい︑
国の天然記念物
に指定されてい
ます︒夏はロシ
アなどで過ごし

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。

10

北側桟橋
13:00

集合場所

その他

12

郷土資料館前
街なかバード (阿古編) 12月６日㈰ 9:00〜
10:30 児童公園駐車場 参加費
ウオッチング (神着編) 12月13日㈰
無料
大路池水鳥スポット観察会
大路池
12月23日 10:00〜
定員無し
北側桟橋で水鳥などを観察しよう。

(水･祝)

時間中いつでも参加できます。
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30

時 間
実施日時
イ ベ ン ト 名

10

10

七番イ長調が披露され︑４
帰島 周年記念
つの楽章のリズムの違いを
都民交響楽団演奏会 楽しみました︒１５０人の
聴 衆１５０人 を 魅 了 聴衆は生演奏の迫力に魅了
月 日︑都民交響楽団 されていました︒
による帰島 周年記念三宅
島演奏会が三宅村文化会館
において開催されました︒
昼の部では小中学生を対
象に音楽教室が開かれ︑演
奏後には楽器紹介も行われ
ました︒夜の部では軽快な
ワルツやポルカ︑ハンガリ
ー舞曲などのおなじみの名
曲とベートーベン交響曲第

大きなヒシクイ(全長約１メートル)
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