（外国人含む）

2016.2.1（平成28年）

坪 田

坪田3050番地1 三宅村文化会館

東京都
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２月１日は﹁村民の日﹂

28

28

２月１日の﹁村民の日﹂ は︑﹁平成 年三宅村功労
は昭和 年から始まり︑今 者表彰式﹂を役場臨時庁舎
にて行うほか︑三宅島郷土
年で 回目を迎えます︒
今 年 も ﹁ 村 民 の 日 ﹂ に 資料館︑自然ふれあいセン
ター・アカコッコ館︑ふる
さとの湯︑すべての村営バ
ス路線が無料でご利用いた
だけます︒また︑２月 日
㈰には﹁村民の日綱引き大
会﹂を三宅高校体育館にて
午後１時 分より開催しま
す︒参加チームの募集につ
いては︑別添折込をご確認
ください︒皆さまのご参加
をお待ちしています︒
問い合わせは総務課庶務
係☎⑤０９８１︒
45

30

力強く「一斉放水」
消 防
ポンプ

28

投票日は２月７日㈰です

三宅村役場臨時庁舎

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

阿古497番地

神着地区早川マス子 さん
が受賞

10

三宅村議会議員︑村長選挙

挙期間が短いことから︑早
めに村選挙管理委員会へお
問い合わせください︒
なお︑今回新たに選挙人
名簿へ登録される人は①平
成８年２月８日までに生ま
６時までです︒
︵別表参照︶ どに入所中の方は︑不在者 れた方②平成 年 月１日
今後の村政の行方を決め 投 票 を 行 う 方 法 も あ り ま までに住民基本台帳法に基
づく転入の届出をし︑引き
る大切な選挙に︑皆さんの す︒
また︑体が不自由で投票 続き本村に住所を有する方
貴重な一票を反映させまし
所へ行けない一定の方には︑ となります︒
ょう︒
問い合わせは三宅村選挙
投票日当日に仕事 自宅で投票できる制度もあ
や上京などで投票所 ります︒希望される方は選 管理委員会☎⑤０９８１︒
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
綱引き大会２月 日㈰に開催
㈬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
▽方法＝﹁投票所
入場整理券﹂をご持
参の上︑期日前投票
所で﹁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

阿 古

民生委員大会功労者表彰
児童

30

18

三宅村消防団が出初式

平成

28

１月 日㈰︑役場臨時庁舎駐車場
にて︑新春恒例の﹁平成 年三宅村
消防団出初式﹂が挙行されました︒
式典には土居斉東京消防庁防災部
消防団課長をはじめ︑検閲官の櫻田
昭正三宅村長︑平野辰昇三宅村議会
議長︑土本哲也東京都三宅支庁長︑
諸石明三宅島警察署長ら多くの来賓
の方々が出席しました︒
午前 時に各地区の消防団員の分
列行進から始まり︑来賓祝辞や功績
のあった団員への表彰が行われまし
た︒最後に各地区の団員が配置につ
いて︑力強く﹁消防ポンプ一斉放
水﹂が行われました︒

一斉放水を披露する団員

10

11

28

年三宅村成人式

﹁ 平 成 年 三 宅 村 成 人 育長が式辞で﹁新成人の皆 気持ちを忘れず︑島の発展
式﹂が１月３日に三宅村文 さん一人一人が三宅村の大 そして恩返しといった同じ
化 会 館 に て 挙 行 さ れ ま し 切な宝です︒学んだ事や悩 目標をもって私たち新成人
た︒参加した男性８人︑女 んだ事を財産として新鮮な は︑優しくたくましく生き
ていきます︒
性２人︑合計
具体的には三
人の新成人
宅島のために
の皆さんはス
新成人が目標や抱負語る
どのように貢
ーツや振り袖
に身を包み晴れやかに大人 感性で︑若い力を惜しむこ 献していくかは︑時間をか
となく存分に発揮し︑大き け て 考 え て い く つ も り で
の仲間入りをしました︒
式典では︑ピアノ伴奏に な夢を持ち︑未来に向かっ す︒島の発展のために私た
よる国歌斉唱の後︑島村教 て前進されることを望みま ち新成人も協力していきた
す︒﹂と激励し︑ いと考えています︒﹂と︑
続いて来賓の櫻田 力強いあいさつがありまし
村長︑平野議長︑ た︒
次に︑長岡教育委員から
土本支庁長らがお
祝いの言葉を贈り 新成人代表の片瀨なぎささ
んに記念品が贈呈されまし
ました︒
新成人あいさつ た︒
今年も出席した新成人一
では︑新成人代表
の谷海生さんが︑ 人一人から自己紹介と抱負
﹁本日私たちがこ が述べられました︒進路や
うして集い︑成人 就職の報告︑将来の目標な
式を迎えられるの ど個性豊かなメッセージと
は私たちを支えて なりました︒
会場には恩師からのお祝
くれた両親や家
族︑先生方︑そし いの言葉などが掲示され︑
て 地 域 の か た が 久しぶりの再会に笑顔で話
た︑ともに歩んだ をしたり︑互いに写真を撮
仲間たちのおかげ り合ったりと︑和やかな成
です︒この感謝の 人式となりました︒

新成人のみなさん

三宅村コミュニティ
センター
伊ヶ谷

２月７日㈰
午前７時から
午後６時まで

11

14

伊ヶ谷330番地

伊 豆

27

13

三宅村伊豆老人福祉館

神 着

投票所の場所、建物の名称
投票日・時間
投票区名

28

14

伊豆1054番地

12

優勝した三宅島建設工業㈱チーム(昨年)

13

三宅村神着老人福祉館

櫻田村長らと写真に納まる
早川さん（左から２人目）

47

三宅島文化会が今年も発 ﹁音楽の夕べ﹂も予定され
表会を開催します︒書道・ ています︒
▽日時＝２月 日㈯午後
絵画・写真・手芸品や華道
１時〜午後８
の展示のほ
回三宅島
時︑ 日㈰午
か︑茶道コー 第
前９時〜午後
ナーでは茶席 文化会発表会
４時
を用意してお
２月 日㈯︑ 日㈰
▽会場＝三
待ちしていま
宅村コミュニティセンター
す︒
問い合わせは三宅島文化
舞台では︑合唱や演奏が
披露され︑ 日㈯の夜には 会☎②１２３９︵穴原︶︒

22

神着197番地

月 日に三宅村役場臨
時庁舎にて︑第 回東京都
民生委員・児童委員大会に
おける功労者表彰伝達式が
行われました︒
伝達式は櫻田昭正村長に
よる表彰状と記念品の贈呈
に続き︑受賞者との懇談の
後︑閉会しました︒
受賞者氏名＝早川マス子
︵神着︶

13

三宅村議会議員・三宅村長選挙
別表

☎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

.551

２月号

2,619人 （−13人）
1,699世帯（−９世帯）
平成28年１月１日現在
※カッコ内は前月１日比

８日

10日

年度

西田 貞明

総合センター通信

す︒
対策としては植物に目の
細かいネットをかけて︑２
㌢㍍程度の成虫︵ガ︶が卵を
産み付けることを防ぐこと
が有効です︒また︑食害が
多いことから登録農薬も多
くありますが︑老齢の成虫
は効き目が弱くなります︒
そのため︑まだ集団でいる
幼虫の時に薬散や補殺を行
うよう心掛けてください︒
農作物や病害虫に関する
要望がありましたら︑当セ
ンター☎⑥１４１４までご
相談ください︒
︻成果発表会のお知らせ︼
島しょ農林水産総合セン
ター三宅事業所成果発表会
を当センターで開催しま
す︒▽日時＝２月 日㈮午
前９時半から︒

23

島しょ

﹁ヨトウムシ﹂という名
前ですが実は俗称で︑正式
名称はヨトウガやハスモン
ヨトウなどがあります︒ど
の種も大きな幼虫になると
夜間活動が活発になること
から︑﹁夜盗虫＝ヨトウム
シ﹂と呼ばれています︒
主に４月から 月まで発
生し︵ 月︑３
月にも発生報告
あり︶︑真夏と
冬は蛹の状態で
土の中にいま
す︒生まれてす
ぐの幼虫︵緑︶
は集団で薄皮を
残すような形で
食害しますが︑
成長に伴って個
別に生活して被
害を拡大させま

45

ハスモンヨトウの幼虫

世帯の年間収入︑所得制
限がありますが︑お子さま
の人数に応じて審査しま
す︒︵世帯年収２００万円
以下の方には優遇制度もあ
ります︒︶
▽対象となる学校＝高等
学校︑高等専門学校︑短期
大学︑大学︑大学院︑専修
学校︑各種学校など
▽融資額＝お子さま一人
につき３５０万円以内︵海

10

助成事業

月１日から平成 年２月
日までの間に行われる事業
対象事業や助成金額︑応
募方法などの詳細は︑臨時
庁舎１階入口にある企画財
政課企画情報係の棚に募集
要項が置いてありますの
で︑参照の上︑企画情報係
教育ローンを
に申請してください︒
利用できます
問い合わせは︵公財︶日
三宅村商工会
本離島センター☎
３５
９１ １１５１︑または企
三宅村商工会では︑教育
画財政課企画情報係☎⑤０ 資金が必要な方に︑日本政
策金融公庫の﹁国の教育ロ
９８４︒
ーン﹂を取り扱っていま
す︒お子さまの入学・在学
資金︑海外留学資金︵６カ
月以上︶に幅広く利用でき
ます︒

ヨトウムシの白菜食害痕

外留学資金は１年以上在籍 人︵先着順︶です︒
▽日時＝２月 日㈫午前
する場合に４５０万円以
時から午後１時半︵受付
内︶
▽利率︵固定金利︑保証 は午前９時 分から︶
▽献立＝ご飯︑具だくさ
料別︶＝年２・ ％︵母
子・父子家庭︑世帯年収２ ん味噌汁︑鶏肉のハニーマ
スタード焼き︑添え野菜︑
００万円以下の方は１・
和え物︑果物
％︶
▽講師＝島しょ保健所三
▽返済期間＝ 年以内
︵交通遺児・母子・父子家 宅出張所栄養士︑教育庁三
庭・世帯年収２００万円以 宅出張所栄養士
▽費用＝５００円
下の方は 年以内︶
当日は費用と髪を覆うも
詳しくは三宅村商工会☎
の︵バンダナ︑タオルな
②１３８１︒
ど︶エプロン︑手拭き︑筆
記用具をお持ちください︒
減塩料理の
▽応募方法＝２月２日㈫
教室を開催
午前９時から電話︑メール
２月 日㈫
での申し込み︒
応募先と問い合わせは島
できたばかりの明るく綺
麗な保健所の調理室で︑お しょ保健所三宅出張所☎②
いしい減塩料理を調理・試 ０ １ ８ １ ︵ 越 川 ︶ ︑
食し︑減塩食について楽し
S0000326@ section.metro.
く学びませんか︒定員は８
tokyo.jp

65

▽申し込み＝東京都島し
ますので︑相談を希望され
る方は左記の期間中に予約 ょ農林水産総合センター☎
⑥１４１４
してください︒

平成

カ月にわたり全島避難を強
いられました︒
２００２年以降からは放
出量が減少傾向となってい
ますが︑村が発表する火山

28

島の気象観測と火山観測
三宅島火山防災連絡事務所長

28

▽時間＝３日間とも午前
三宅村商工会・三宅島青
色申告会では下記日程で相 ９時から正午︑午後１時か
ら午後５時
談会を開催します︒
▽相談員＝
▽開催日と
確定申告の無料
芝税理士会所
会場＝２月８
相談会を開催
属税理士１
日㈪三宅村文
２月８日㈪ から 日㈬ 人︑三宅村商
化会館︵坪
田︶和室︑９日㈫ここぽー 工会職員２人︵税理士は
日㈬午後２時まで︶
と２階︵阿古︶会議室︑
問い合わせは三宅村商工
日㈬三宅村商工会︵神着︶
会☎②１３８１︒
研修室

19

11

12

05

15

29

呼吸器を刺激して︑気管支
喘息︑気管支炎などの健康
被害を引き起こしますの
で︑風下にあたる地域では
注意してください︒
火山防災連絡事務所で
は︑火山ガス︵二酸化硫
黄︶放出量の観測を月に数
回行っているほか︑現地調
査観測では︑雄山山頂火口
縁から火口の状況を熱赤外
カメラで観測するなど︑月
毎に三宅島の火山活動の
﹁今﹂をまとめた資料を気
象庁ホームページに掲載し
ています︒

23

認定農業者になりませんか

28日
１月３日
４日
６日

みんなの
コ ラ ム

29

ガス注意報・警報では時折
レベル１︵ 〜 ｐｐ ｍ ︶
が発令されています︒今で
も火山活動が継続している
証拠の一つです︒
二酸化硫黄というのは︑

18

さまざまな支援措置があります

16日

水 農
産 林

﹁ヨトウムシについて﹂
認定農業者申請
認定農業者個別相談会
認定農業者になるには︑
▽申請方法＝農業経営改
▽期間と場所＝２月１日
昨年は病害虫の相談が多 談の多かった害虫がヨトウ
５年後の経営目標とその達
成に向けた方策を記載した ㈪から 日㈪︑東京都島し 善計画を作成し︑観光産業 く寄せられ︑その対策に皆 ムシです︒今回は３月ごろ
さま苦労した様子がうかが から発生が予想されるヨト
﹁経営改善計画﹂を作成し ょ農林水産総合センター三 課農林水産係へ提出
▽提出期限＝２月 日㈪ えました︒その中で特に相 ウムシについて紹介します︒
て村に認定の申請をしてく 宅事業所
問い合わせは観光産業課
▽内容＝農業経営改善計
ださい︒
農林水産係☎⑤０９９２︒
計画内容が村の基本構想 画認定申請書の作成指導
に照らして適当であるか︑
達成される見込みがあるか
日本離島
などを村が審査し︑認定し
センター
ます︒
人材育成︑視察研修事業 など募集
経営改善計画の作成にあ
日本離島センターでは離
たり︑個別相談会を開催し
島住民の自発的な島づくり
を応援するため︑﹁離島人
材育成基金助成事業・同視
察研修型事業﹂︵年１回︶
と﹁知的支援型事業﹂︵２
月・７月︶を募集します︒
▽応募締切＝２月８日
㈪︑７月に申請される際は
予めお問い合わせください
▽応募対象＝離島在住の
方︑もしくは離島で活動し
ている団体など▽対象事業
＝新たに取り組む事業で４

25日

て気象観測業務を継続して
います︒
一方︑三宅島は活発な火
山であることから火山業務
に携わっていた職員を村役

24日

場内に残し︑火山観測と防
災業務を継続することとし
ました︒２０００年の噴火
以降︑世界でも類を見ない
ほどの大量の火山ガスの噴
出が長期間継続し︑４年５

10

認定農業者制度とは︑創
意工夫によって農業経営の
改善を図ろうとする意欲あ
る農業者を支援するための
制度です︒
認定農業者になると︑経
営改善に取り組むための資
金の融資や税制︑年金面な
どさまざまな支援措置があ
ります︒また︑補助事業の
申請の際にも認定農業者で
あることが要件になる場合
があります︒

12月15日

29

03

︻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︒

10

村長室だより
２月は村都民税︑
後期高齢者医療保険料︑
介護保険料︑

10

平成27年12月11日から平成28年１月10日まで

三宅島における気象庁の
業務は︑１９４２年に中央
気象台三宅島観測所として
観測業務を開始したのが始
まりです︒測候所での有人
による業務は２００９年９
月まで続き︑ 月からは観
測技術や情報技術の進歩を
踏まえて自動化され︑三宅
島特別地域気象観測所とし
10

東京オリンピック・パラリン
ピック競技大会組織委員会、
東京都オリンピック・パラリ
ンピック準備局、東海汽船株
式会社訪問
公益財団法人日本野鳥の会副
理事長来庁対応
第69回東京都民生委員・児童
委員大会功労者表彰伝達式
東京都島しょ保健所三宅出張
所施設内覧・開所式典出席
警視庁三宅島警察署餅つき会
出席
仕事納め
平成28年三宅村成人式出席
仕事始め
東海汽船株式会社貨物部長来
庁対応
公明党東京都本部「新春賀詞
交歓会」出席
平成28年三宅村消防団出初式
出席
18日

(2)
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14日㈭

11日㈬

12日㈭

７月

６日㈬

７日㈭

９月

７日㈬

10月

13日㈭

2月

８日㈬

９日㈭

平成28年度 特設登記所の開設日程

午前：9:00〜12:00

鈴木 亮士

の爪︑痛めていませんか？

時間自動音声案内☎０４９９４⑥０８１３︒

足

中央診療所医師

環になってしまいます︒そ
のため︑深爪にならないよ
う切りすぎに注意すること
は肝要です︒
痛みが出た際は爪と皮膚
との間に綿球を挟む方法︑
テーピングで皮膚を爪から
離す方向に引っ張ってあげ
る方法︑また刺さった爪を
皮膚の上へ持ち上げる方法
があります︒
そこで注意いただきたい
のは︑感染が起きて膿がた
まっている場合に︑爪と皮
膚を離すだけでは痛みが改
善しない場合があることで
す︒その際は皮膚を切開し
て膿を出し︑抗生物質を内
服する必要がある場合があ
りますので︑受診を検討く
ださい︒また︑そもそも変
形している爪白癬に関して
は根気強い内服や外用薬の
治療が必要となり︑巻き爪
はワイヤーで治療する方法
もあります︒受診の際に相
談してください︒

航空機の運航状況

搭乗率

就航率

60.6％

【問い合わせ】
新中央航空㈱三宅島空港
☎04994‑6‑0006

25

風も強くなり︑寒さも一
段と厳しい時期となりまし
た︒昨年より遅いものの︑
インフルエンザも流行する
季節です︒手洗い・うがい・
マスクなどで気を付けてく
ださい︒
さて︑足の爪が皮膚に食
い込んで痛みが出ているこ
とはないでしょうか︒今回
は︑爪が皮膚に食い込んで
しまう︑陥入爪︵かんにゅ
うそう︶のお話です︒
陥入爪は足の親指に多
く︑原因は巻き爪や水虫の
原因である白癬菌により変
形した爪白癬︑窮屈な靴を
履くこと︑意外かもしれま
せんが深爪によって起きや
すくなってしまいます︒確
かに︑爪が皮膚に食い込ん
で痛む際︑接触している部
位を切ると一時的に症状は
良くなります︒しかし深爪
をすることにより巻き爪が
酷くなりさらに皮膚に食い
込みやすくなるという悪循

（H27.12.1〜12.31）

03

国民年金

全日：9:00〜12:00､13:00〜16:00

27

28

24

２月 ︑ 日

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 Ｆ Ａ Ｘ ⑤ ０ ９ ３ ２ ︑
と連絡先を下記まで送付し
miyake03@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

10

︻防災行政無線︼放送内容を確認したい場合は

法務局からのお知らせ

※12:00〜13:00は昼休みとなります。

税金の滞納について

13日㈮

での毎月払い︵毎月の保険
国民年金保険料がクレジ
料を当月末に立替︶には割
ットカードで納付できます
引はありません︒一年前納
希望する方は﹁国民年金 と半年前納の場合は︑現金
勤務先︑官公庁︑取引先な
ど多岐にわたり滞納者の調 保険料クレジットカード納 で納付する場合と同様の割
付︵変更︶申出書﹂を年金事 引があります︒
査を行います︒
なお︑カ
差し押さえは︑財産調査 務所に提出し みんなの
ード会社へ
で明らかになった不動産や てください︒
の支払い回
支払できる
預貯金︑給与︑生命保険な
数は一回払
ど の 財 産 を 差 し 押 さ え ま 保険料は﹁定
す︒なお︑差し押さえ処分 額保険料﹂と﹁付加保険料 いのみとなりますので注意
による社会的信用の失墜に 込みの定額保険料﹂です︒ してください︒
詳しくは港年金事務所☎
より︑借入金の繰上返済や 過去の未払い分と保険料の
クレジットカードの停止︑ 一部を免除されている場合
５４０１ ３２１１︑
失職などの不利益が生じる は利用できません︒
または村民生活課保健係☎
また︑クレジットカード ⑤０９０２︒
場合があります︒やむを得
ない事情で納期限までに納
めることができない場合に 療費助成︑保育園︑公的年 庭用電気機器︶を回収し︑
は︑そのままにせず︑税務 金︑シルバーパス︑自立支 リサイクルしています︒
係へご相談ください︒
援などの申請の際に必要な
使用済み家電を収集場所
問い合わせは企画財政課 住民税の課税・非課税証明 やクリーンセンターに出す
税務係☎⑤０９８３︒
書の交付が受けられません 際 は ︑ 燃 え な い ご み の 日
のでご注意ください︒
に︑他のごみと分けて出す
問い合わせは企画財政課 ようにお願いします︒
税務係☎⑤０９８３︒
※ストーブやマッサージ
チェアなどの大きな物は収
集場所で回収できませんの
使用済み家電の
でクリーンセンターに直接
分別にご協力を
お持込みください︒
問い合わせは地域整備課
三宅村では︑テレビ・エ
アコン・冷蔵庫︵冷凍庫︶
・ 環境整備係☎⑤０９３８︒
洗濯機︵乾燥機︶などの家
電四品目やパソコンを除
整形外科専門
く︑多くの使用済み家電
診療を実施
︵電池・電気を使用する家

10日㈭

12日㈭

午前

※今年度から年８回の開設となります。

整形外科専門診療を中央
診療所で行います︒受付は
診療の当日となり︑受診者
多数の場合は受付を早めに
終了することもありますの
でご注意ください︒
▽場所＝中央診療所
▽診療日＝２月 日㈭午
前および午後︑ 日㈮午前
問い合わせは中央診療所
☎②００１６︒

92.9％

三宅
⇒調布

41.1％

調布
⇒三宅

８日㈭
13日㈬

５月

全日
９日㈬

1月

納税は国民の三大義務の
一つです︒税金の滞納は期
限内に納めている方との公
平性を欠くことになりま
す︒
また︑滞納が多くなると
村の財政を圧迫し︑住民サ
ービスに支障をきたすこと
にもなりかねません︒納期
限が過ぎても納付が無い場
合は︑督促状や催告書︑電
話催告などで自主納付を促
していますが︑それでも納
税に誠意が見られない方に
は︑税の公平性を保つため
にやむを得ず滞納処分とし
て財産調査を行ない︑差し
押さえを執行します︒
財産調査は︑金融機関や

29日㈪ 保育料（２月分）、固定資産税納期限

15

・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

11月

15

４月

26

25

26

14日㈮

【確定申告に関する問い合わせ】
芝税務署☎03‑3455‑0551（自動音声案内）
三宅村企画財政課税務係☎⑤０９８３

もので︑収入が全くない方
住民税の申告は
も申告の必要があります︒
３月 日㈫まで
申告方法は村のホームペ
ージをご覧になるか︑企画
住民税の申告は︑平成
年の収入の有無などをお住 財政課税務係までお問い合
まいの市区町村︵平成 年 わせいただき︑３月 日㈫
１月１日現在︶に届け出る までに同係へ申告してくだ
さい︒
申告内容は国民健康保険
税などの算定資料としても
使用します︒申告をしない
と村営住宅や児童手当︑医
◆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】

9:00〜16:00

確定申告書を提出しなければならない方で、
①と②を満たす方は「財産債務調書」の提出が
必要です。
３月15日㈫までに提出してください。
①その年分の総所得金額及び山林所得金額の
合計額が２千万円超②12月31日に有する財産価
額の合計額が３億円以上。
9:00〜12:00
２月26日㈮

役場臨時庁舎
３階会議室
２月25日㈭
任意予防接種
(14:20〜14:30)
定期予防接種
ＢＣＧ
(14:20〜14:30）
25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】

財産債務調書の提出制度が創設
時 間
会 場
期 間

10:00〜16:00
２月24日㈬

（詳しくは国税庁
ホームページへ）

国民健康保険税︑
保育料の納付月︒
２月１日㈪

特設登記所開設（東京法務局）
（9:00〜12:00）
【役場臨時庁舎】

東京税理士会・税務署による出張申告相談のお知らせ

インターネットで送信！
印刷して郵送等で提出！
４月25日㈪
３月31日㈭
10日㈬

個人の消費税
地方消費税

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

贈与税

９日㈫

所得税・復興
特別所得税

（添付書類は一緒に提出）

定期予防接種
ＤＰＴ‑ＩＰＶ (14:30〜14:40)
(14:40〜15:00)
18日㈭ 日本脳炎
ＭＲ
(15:00〜15:10)
ＤＴ２期
(15:20〜15:40) 【中央診療所】

３月15日㈫

４月20日㈬

国税庁ホームページ（http://www.nta.
go.jp）「確定申告書等作成コーナー」で
申告書等が作成できます。
平成27年分の申告書 振替納税を利用
提出期限と納付期限 した際の振替日
税 目

村都民税（第４期）、後期高齢者医療保険料
１日㈪ （第７期）、介護保険料（第４期）、国民健康
保険税（第４期）、保育料（１月分）納期限

確定申告のお知らせ
申告書は自分で作成＆提出はお早めに

２月の生活カレンダー

（第551号）
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参加者の歓声が響きました︒
三宅島警察署で
署員の手でもち米が手際
餅つき大会開催
よく蒸された後︑子どもた
月 日︑三宅島警察署 ちが来賓や警察署員とその
で恒例の餅つき大会が行わ 家族︑参加住民らと一緒に
れ︑警察署に餅をつく音と なって次々と餅をつきあげ
ました︒臼と杵を使った本
格的な餅つきに何回も順番
待ちをするほどの人気ぶり
で笑顔がはじけていました︒
つきたての熱い餅は︑
次々と丸められ︑あんこ
餅︑きな粉餅︑納豆餅︑大
根おろし餅となって︑参加
した人たちの口をおいしく
満たし︑充実した楽しいひ
とときとなりました︒

三宅島柔剣道連盟
新春の鏡開き開催

１月 日に新春の恒例行
事となっている三宅島柔道
連盟と三宅島剣道連盟合同
の﹁平成 年三宅島柔剣道
連盟鏡開き﹂が開催されま
した︒
来賓や父兄など多くの観
客が見守る中︑子供たちは
少し緊張しながらも稽古の
成果を披露しました︒
柔道は団体戦や紅白戦な
ど︑剣道は親子試合などが

行われ︑新春に相応しい子
供たちの熱気溢れる試合が
繰り広げられました︒

２月の小・中学校予定
︻小学校︼
１日㈪＝村民の日
日㈮＝三宅村教育研究発
表会
日㈬＝学校公開
日㈭＝中 学 校 体 験 入 学
︵小６︶
︻中学校︼
１日㈪＝村民の日
２日㈫〜６日㈯＝みなかみ
体験学習︵中２︶
３日㈬＝職場訪問︵中１︶
日㈮＝三宅村教育研究発
表会
日㈪〜 日㈮＝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
図書館には毎月新しい本
が配架されています︒今回
紹介する本は︑１月 日に
発表された第１５４回芥川
賞と直木賞の受賞作です︒
︻芥川賞︼

滝口悠生著

講談社

文藝春秋

﹃死んでいない者﹄

本谷有希子著

﹃異類婚姻譚﹄
︻直木賞︼

文藝春秋

﹃つまをめとらば﹄
青山文平著

この他にも各賞の候補作
を配架する予定です︒

講談社

︻直木賞候補作品︼

梶よう子著

﹃ヨイ豊﹄

深緑野分著

東京創元社

﹃戦場のコックたち﹄

宮下奈都著

ＫＡＤＯＫＡＷＡ

文藝春秋

﹃羊と鋼の森﹄

柚月裕子著

﹃孤狼の血﹄
三宅村図書館☎⑤１４５
３︑開館午前 時〜午後５
時︑水曜日休館︒

三宅島

ディスカバー

誕生日：平成27年
１月15日（阿古）

メッセージ

トコロジスト発表会

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︒今回は︑前
回に続き大項目の３つ目
と︑これに続く３つの小項
目を紹介します︒
一 人情味あふれ︑安ら
ぎのある住みよい村をつく
ります
・家庭と地域で︑子ども
の健やかな成長を見守りま
す
・お年寄りや誰もが幸せ
に暮らせるよう︑寄り添い
励まします
・訪れた人を心温かく迎
え︑精一杯もてなします
背景
旅行や仕事で少し長く滞
在すると︑近所付き合いや
季節行事などを目にする機
会が増えます︒住民がもつ
地域性が良ければ︑その土
地への印象はさらに良くな
るのではないでしょうか︒
このことから︑子どもや
高齢者︑障がいのある方を
みんなで支え合おう︑訪れ
た人も含めて誰もが幸せに
暮らせるように︑という意
味が込められています︒
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。

S

い
る
みやした

くん

宮下 留維

﹃トコロジスト﹄とは︑
トコロ＝場所︑ジスト＝専
門家︑の二つの言葉を併せ
た﹁その場所の専門家﹂と
いう意味です︒
昨年の６月から︑ 人の
参加者全員が︑地図を片手
に歩き︑興味のあるもの
や︑疑問に感じたことを書
き 出 し︑
﹁神﹂
・
﹁食﹂
・
﹁道﹂
の３グループに分かれまし
た︒その後︑地元の人の声

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/

W

【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。

を聞いたり︑同じ場所を何
度も歩いて樹や草花︑畑の
作物などその場所の自然や
文化︑歴史を自分たちで調
べました︒その場所の事な
ら誰よりも詳しいトコロジ
ストを目指してグループご
とで何度も集まり︑調査結
果を持ち寄って話し合いま
した︒その結果を元にグル
ープでまとめた内容を発表
します︒皆さまのご来場を
お待ちしています︒
﹁トコロジスト養成講座〜
神着地区〜発表会﹂
▽開催日時＝３月６日㈰
午前 時から正午
▽場所＝神着老人福祉館
▽申込方法＝直接会場に
て受付
平成 年度は︑第２回ト
コロジスト養成講座〜伊豆
地区〜を開催する予定で
す︒
詳細などの問い合わせは
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
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に張り出した見晴らしのよ
三宅島自然だより
い枝先で︑よくエサの魚を
﹁カワセミ
狙っています︒
長期滞在中﹂
じっと動かない小さなカ
ワセミを探すのは容易では
ありませんが︑静かに待ち
﹁チィー﹂という高く鋭い
声に注目してください︒青
い背の色が光り︑鳴きなが
ら水面上を飛ぶ姿が見つか
るかもしれません︒

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。

19

キラキラ光るコ
バルトブルーの翼
にオレンジ色のお
腹︒美しい姿が人
気のカワセミで
す︒本土では都市
の川や池でも一年
を通して身近に見られ
る鳥です︒三宅島でも
毎年観察されています
が︑少数が渡り鳥とし
て飛来する程度で︑目
にする機会があまりあ
りません︒
ところがこの 月下
旬に大路池に現れたカ
ワセミは︑どうもここ
がお気に入りの様子︒
かれこれ一カ月以上と
どまっています︒水面

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。

12

﹁船祝い﹂にぎわう
豊漁と安全祈願

新しい年の豊漁と安全を
﹁船霊様︵ふなだまさま︶﹂
に祈願する﹁船祝い﹂が１
月２日に大久保︑湯の浜︑
坪田︑阿古の各漁港で盛大
に行われ︑住民や帰省客ら
でにぎわいました︒
当日の港には色とりどり
の大漁旗を掲げた漁船が並
びました︒船主たちは勢い
よくミカンなどを撒き︑正
月の恒例行事は今年も大盛
況のうちに終わりました︒

カワセミ(撮影：川口恵利)
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18 17
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15

一歳のお誕生日おめで
とう♪
無事に過ごしている事
に感謝して兄弟の
健やかな成長を
願っています｡

グループごとの話し合いの様子

47

N

15

10

無料・
定員無し
ふれあい
児童公園
駐車場
9:00〜10:30

街なかバード
３月
ウオッチング
（神着編） ５日㈯

参加費・定員
実施場所
間
時
実施日
イ ベ ン ト 名

鏡開きに参加した子供と関係者

82
11

28

元気に餅をつく子供

大漁旗をかかげた漁船

25

11

(4)
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