水沼吾郎

３月 日︑三宅村レクリ
エーションセンターでクラ
イミングウォールリニュー
アルオープンセレモニーが
開催され︑多くの人でにぎ
わいました︒
櫻田村長は︑﹁この施設
が︑村民のレクリエーショ
ンの素地を培い︑心身の健
全な発達に寄与するだけで
なく︑村の観光施策の一翼
を担うものと期待し︑確信
している︒三宅島の村民だ
けでなく︑東京都民はもと
より︑広く日本中の方々に
この施設を利用していただ
きたい﹂と述べました︒
公益社団法人日本山岳協
会の亀山健太郎副会長は︑
﹁ボルダリングとリードの

壁︵事故防止のためのロー
プが付いている壁︶が併設
されたものとしては︑他に
例がない規模の素晴らしい
ものです︒関東近県から子
どもたちを呼んで大会を開
きたい︑三宅島の自然環境
の中でのボルダリングは選
手の人格形成もできる﹂と
評価していました︒
新たに設置された壁でデ
モンストレーションを行っ
たプロクライマーの柴田晃
一さんは︑﹁初めて登ったの
で︑ドキドキしたしプレッ
シャーもあったが気持ち良
かった︒日本代表もトレー
ニングできるような施設な
ので︑大会ができたら良い︒
一つの施設で︑登る壁の面

27

28

数が多いところは少ないの
で︑本番を意識して練習で
きる﹂と語っていました︒
また︑この施設の建設に
当初から携ってきた日本山
岳協会認定Ａ級ライセンス
ルートセッター飯山健治さ
んは︑﹁すごいものを作ろ
うと思ってやってきた︒初
心者からプロまで満足でき
る施設ができたので︑大会
を開催して三宅島からクラ
イミングを発信していきた
い﹂と語りました︒ゴール
デンウィークに一般無料開
放をします︒詳しくは三宅
村ホームページまたはＩＰ
告知端末をご覧ください︒
問い合わせは観光産業課
観光商工係☎⑤０９２０︒

なることと自分の考えで試
すことができることだと語
り︑自分で船を出してたく
さん釣ったときは嬉しかっ
た︑一番漁を経験した時は
感動したと長期研修中に感
じたことを語りました︒
漁師になりたいと思って
いる人には﹁漁師の仕事は
好きでないとできない仕事
であり︑自然相手の仕事な
ので厳しいこともある︒そ
れでも漁が好きな人は︑チ
ャンスと思ってやってみて
欲しい﹂と語り︑今後は古
谷さんの様ないっぱい釣れ
る漁師になり︑三宅島の漁
業を発展させたいと目を輝
かせていました︒
現在︑長期研修生２人の
研修を行っている同組合で
は︑今後も漁業後継者を育
成するため︑研修事業を継
続していくそうです︒
問い合わせは三宅島漁業
協同組合☎⑤００１１︒

（外国人含む）

2016.5.1（平成28年）

張の面持ちで入場しました
が︑入学児童呼名では元気
よく返事をしていました︒
今年度は小学校 人︑中
学校 人︑高校 人︑計
人の新入生が人生の新しい
一歩を踏み出しました︒

14

12

竹芝桟橋で開催

日㈯︑ 日㈰

36

中学校の新１年生と保護者ら

小・中・高校で入学式挙行

４月７日︑三宅村立三宅
小学校︑三宅村立三宅中学
校︑東京都立三宅高等学校
にてそれぞれ入学式が挙行
されました︒
小学校の入学式では︑在
校生や来賓などが拍手で迎
える中︑新１年生は少し緊

10

東京愛らんどフェア﹁島じまん２０１６﹂

小学校の新１年生と保護者ら

５月 日㈯から 日㈰竹 島のブースでは︑うまかか
芝桟橋で︑２年に１度の東 棒︵すり身︶などの島グル
京の島のお祭り︑東京愛ら メの提供や牛乳煎餅︑雄山
んどフェア﹁島じまん２０ 一など特産品の販売があり
ます︒ぜひご来場ください︒
１６﹂が開催されます︒
詳しくは島じまん２０１
東京の島々のグルメブー
スやステージでの伝統芸能 ６ ホ ー ム ペ ー ジ h t t p : / /
披露などがあります︒三宅
www.islands-love.com/shima
j i m a n
2 0 1 6を
/
ご覧くだ
さい︒
問い合
わせは企
画財政課
企画情報
係☎⑤０
９８４︒

５月

29

29

が卒業式

ヤローには愛があふれてい
ました︒
また︑﹁他と同じことを
やっていたら一緒︒努力が
身になる仕事だから自分で
考えて工夫して︑私を越え
る漁師になって欲しい﹂と
水沼さんの今後に期待して
いました︒
水沼さんは︑漁師の醍醐
味は釣れば釣るだけ収入に

28

28

30

24

リニューアルされたクライミングウォール

そうですが︑島での生活に
も慣れ︑島に来た時と今で
は顔が全然違うと水沼さん
の成長を嬉しそうに語って
いました︒
古谷さんは﹁船に乗れば
みんな一緒︒吾郎くんはま
じめで言葉が少ないから︑
もっと自分から聞いて欲し
い︒だからバカヤローにな
る﹂と話す古谷さんのバカ

29

46

クライミングウォールが完成
29

三宅村レクリエーションセンター
リニューアル
オ ー プ ン

三宅島漁業協同組合の第 業総利益は４４１１万５千
事業年度通常総会が︑３ 円 と い う 業 績 に な り ま し
月 日に 人の正組合員ほ た︒
三宅島漁業後継者育成事業
また︑任期満了に伴う役
かが出席し︑開催されまし
員選挙によ
た︒平成 年
長 期
さ
ん
研修生
り︑代表理事
度の事業報告 三宅島漁業協同組合
組合長には関
３月 日︑三宅島漁業協 期研修卒業式が行われまし や 損 益 計 算
通常総会を開催 恒美さん︑副
書︑平成 年
同組合で水沼吾郎さんの長 た︒
水揚げ２億円超 組合長に山田
度の事業計画
順一さん︑理
などについて
審議が行われ︑すべての議 事に小室元治さん︑池田裕
次さん︑仲西豊さん︑監事
案が議決されました︒
昨年に続いて２億円を超 には中島裕さん︑谷順二さ
える水揚げが達成でき︑事 んが新たに就任しました︒
水沼さんは同組合
が実施している漁業
後継者育成事業の短
期研修に参加して三
宅島の様子や漁業を
実感し︑三宅島で漁
師として独立したい
という想いから長期
研修生として漁業を
学んできました︒
長期研修は︑島で
育ったベテラン漁師
である大洋丸船長・
古谷優さんの指導を
受けました︒
最初はコミュニケ
ーションがうまく取
れないこともあった
卒業生の水沼さんを囲む関係者

☎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

.554

５月号

2,535人 （−77人）
1,641世帯（−53世帯）
平成28年４月１日現在
※カッコ内は前月１日比

櫻田村長が職員に訓示
人事異動

島しょ

総合センター通信

７月

６月

５月

４月

３月

２月

月

１月

８月

９月

月

月

10 11 12

年度試験成果報告﹂

11

﹁平成

5

花が咲くこと︶してしまい︑
葉の伸びが悪くなってしま
います︒そこで︑ハウスに
ＬＥＤ電球をつけ︑光をあ
てることによって抽苔を抑
制できないか検証しまし
た︒その結果︑光をあてる
ことにより︑ 月ごろの抽
苔を大幅に抑制することが
出来ました︒︵図参照︶
農作物や病害虫の試験に
対する要望・相談は当セン
ター☎⑥１４１４まで︒

15

抽苔本数
︵本︶

通常区

奨学資金の申請
５月 日㈫まで

を明記し︑はがき︑ＦＡＸ
または電話での申し込み
▽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︒

0

電照区

25

新年度 人事異動を発令

60

三宅村では奨学資金の貸
付申請を５月 日㈫まで受
け付けています︒また︑島
外へ進学した生徒・学生を
対象に︑島嶼出身学生証明
書︵使用期限は発行日から
平成 年３月 日まで︶の
発行を随時行っています︒
問い合わせは三宅村教育
委員会☎⑤０９５２︒

︻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︒

17

地︵昇任︶
︻主事級︼総務課庶務
係・選挙管理委員会事務局
併任＝山上晋広︑総務課付
＝福本弥生︑村民生活課保
健係兼福祉係＝鎌田あゆみ
︻新規採用︼村民生活課
福祉係＝高川仁志︑教育委
員会出向・教育課学校教育
係＝青山恋乃実︑村民生活
課みやけ保育園＝吉田純
子︑中央診療所勤務＝和田
陽之介

合︑雨 ㍉㍑分の灌水を行
うと︑灌水をしなかったと
きに比べて５倍以上も収穫
量が増えることがわかりま
した︒また︑灌水と遮光
︵日陰を作ること︶を組み
合わせることで︑さらにア
シタバが増収することがわ
かりました︒
②キキョウランなど
切葉類の高品質安定生
産技術
三宅島では︑切り葉
として出荷するキキョ
ウランの栽培が増えて
おり︑主に３Ｌ︵ ㌢
以上︶の大きな株を出
荷しています︒しかし︑
キキョウランは冬にな
ると抽苔︵ちゅうだい・

図書館管理
指導員を募集

10

三宅高校の図書館開放時
の管理指導員を募集します︒
▽場所＝三宅高等学校図
書館
▽資格等＝図書館活動に
理解のある方
▽従事時間＝毎週土・日
曜日と祝日 時から 時ま
で︵月２〜３回程度︶
▽報酬＝１回３４７６円
︵所得税込︶
▽従事期間＝６月１日か
ら翌年３月 日まで
▽従事内容＝図書館運営
に関する業務︵鍵の開錠や
施錠︑図書の貸出など︶
▽応募方法＝住所・氏
名・年齢・性別・電話番号

31

三宅高校

【図】

28

※伊ケ谷、阿古、各１人欠員。主任児童委
員１人欠員

︻係長級︼村民生活課医
療係長＝菊池和式︵昇任︶︑
消防本部予防係長＝木村浩
一︵昇任︶
︻主任級︼教育委員会出
向解除・村民生活課保健係
主任＝廣瀬喜与︑総務課会
計係主任＝櫻田冴︵昇
任︶︑消防本部消防救急係
主任＝宮沢ひかる︑消防本
部空港消防係主任＝横山大

②１２３９

駆使し︑自分のためだけで
なく︑世の中のため︑他人
のために勇気を持って行動
し︑職場や社会を支えてい
く人になってほしい︒
公務員として︑服務規律
の確保と公務員倫理の確立
に努めるとともに︑﹃おは
ようございます﹄﹃ありが
とうございます﹄﹃すみま
せん﹄
﹃はい︑いいえ﹄を自
然に使い︑﹃明るい挨拶と
笑顔﹄を発信して︑住民の
皆さんに身近に感じていた
だける役場にしていこう﹂

穴原 甲一郎

民生児童委員﹁活動強化週間﹂

⑥００９７

特別職就任

⑥０１１８

春代

日まで

𠮷行

山﨑

日から

木村

５月

090 4541 1774

三宅村副村長＝飯田啓介

⑤１６０１

お互いに連携を密にし︑
日々全力投球していこう︒
日本のオリンピックの父
と呼ばれた︑講道館柔道の
創始者加納治五郎師範の遺
訓﹃精力善用 自他共栄﹄
を紹介する︒これは︑心身
の持つすべての力を社会の
ため善︵よ︶き方向に用い
よ︑他人を敬い信頼し合
い︑共に栄える世の中にす
るために行動せよという言
葉だ︒
皆さんも持っている力を

長美

７日

当センターでは︑三宅島
の農業に関する試験研究や
技術の普及に取り組んでい
ます︒平成 年度に実施し
たアシタバとキキョウラン
に関する試験の成果を紹介
します︒
①アシタバの水管理技術
三宅島の特産野菜である
アシタバは夏になると収穫
量が減ってしまうことが大
きな課題です︒夏季の減収
は︑高温と乾燥が原因と考
えられることから︑雨の少
ない時期に灌水︵かんす
い・水をまくこと︶するこ
とで収穫量が増えるかどう
か調べました︒その結果︑
７月から９月の高温期に３
日間以上雨が降らない場

平野

気がかりなことや心配なこ
となど気軽に声をかけてく
ださい︒
民生委員が皆さんのお宅
にお伺いした場合は︑日ご
ろ感じていることや心配な
ことなどの相談に応じま
す︒
②０３８３

６日

の宝﹂たちが︑希望を胸に
入場してくるのを見て︑三
宅島が新たな時代を歩み始
めたことを強く印象付けら
れました︒

英夫

４日

飯田 啓介

②０２２８

髙松

４月１日

就任のごあいさつ

しく感じる一方で︑副村長
という重責に身の引き締ま
る思いです︒
帰島 周年の節目を迎え
た昨年︑島では火山ガスに

みんなの
コ ラ ム

三宅村副村長

三宅島民生児童委員協議 経済状況に関わらず誰もが
会 ︵ 民 生 委 員 法 に よ る ︶ 安心して暮らすことができ
は︑三宅村と御蔵島村に配 る地域の実現のために︑相
置される民生・児童委員で 談や普及・啓発などに取り
構成されています︒
組んでいます︒
民生委員制度は平成 年
全国の民生委員の活動
に創立１００周年を迎えま は︑毎年テーマを設けて取
す︒民生委員は地域の住民 り 組 ん で い ま す ︒ 今 年 は
と行政や関係機関との﹁架 ﹃どうしたの？ひと声かけ
け橋﹂として︑永年にわた る思いやり﹄をテーマとし
り積み上げてきた経験を生 て活動しています︒地域で
かし︑障害の有無や年齢︑ お互いが声を掛け合える︑
相談できることは︑地域の
どうぞよろしくお願い致し 大きな力になります︒
ます︒
皆さんが住み慣れた地域
私がこれまで住んでいた で安心して暮らせるよう︑
のは︑奥多摩の山々が間近
に見える自然豊かな土地で
した︒これからは︑
雄々しい
山に見守られ︑豊潤な海に
抱かれたこの地での生活を
通じて︑三宅の美しい四季
の移り変わりを体感し︑鳥
の声や姿︑海と山の幸を堪
能することを楽しみにして
います︒そして︑島の新たな
一員として︑私も三宅の新
しい魅力を発見し︑広めて
いけたらと考えています︒
②００３３

30日

私自身は若輩者でありま
すが︑精一杯汗をかき︑村
長を補佐し︑役場の職員と
ともに︑笑顔あふれる﹁村
づくり・島づくり﹂に力を
尽くしてまいりますので︑

山本 登美子

29日

よる居住制限が完全撤廃さ
れ︑村民憲章も制定された
と伺いました︒先日は小中
学校と高校の入学式にお招
きいただきましたが︑噴火
後に生まれ育った若い﹁島

②０９８８

26日
28日

12

29

４月１日に人事異動発令
交付が行われ︑櫻田村長か
ら職員に訓示がありまし
た︒要旨は次のとおりです︒
﹁各課︑各係︑そして職員
一人一人がやるべき事をし
っかり把握し︑それぞれの
役割に責任を持って職務を
遂行する事で︑役場は︑組織
体として機能し︑行政とし
ての役割を果たすことがで
きる︒仕事に上下はなく︑
ど
の部署も大切だ︒全体の奉
仕者としての自覚を高め︑

皆さま︑こんにちは︒４
月１日付で副村長を拝命し
た飯田啓介と申します︒三
宅島には以前︑全島避難期
間の都庁の報道対応のほ
か︑第１回モーターサイク
ルフェスティバルに民間サ
ポーターとして訪問したこ
とがあります︒このたびは
皆さまとの深いご縁をうれ

②００２７

24日

５月は保育料︵５月分︶
︑
固定資産税︵第１期︶
︑
軽自動車税

杉山

25日

10

20

29

22日

10

31

31

13

31

村長室だより

水 農
産 林
節美

主任児童
委
員

⑤００５０
浅沼 多津子

15日
18日

27

石井

坪 田

民子

阿 古

優子

森下 久美子

伊 豆

平成28年３月11日から
平成28年４月10日まで

18
電 話

②０１２５

神 着

委員名

早川 マス子

地 区

加藤

伊ケ谷

連絡先】

【民生・児童委員

３月14日

自衛官募集相談員連名委嘱
式出席
三宅村総合教育会議出席
三宅村立三宅中学校卒業式
出席
三宅島産ヨモギ商品化に関
する調査
財団法人日本野鳥の会常務
理事来庁対応
三宅村立三宅小学校卒業式
出席
三宅村立みやけ保育園卒園
式出席
三宅島人権啓発の集い出席
平成28年第１回三宅村議会
定例会出席、東京都総務局
情報通信企画部長来庁対応
三宅島漁業協同組合総会、
同組合漁業後継者育成対策
事業卒業式出席
三宅村レクリエーションセ
ンターリニューアルセレモ
ニー出席
三宅村消防団長等辞令交付
式出席
財務省関東財務局東京財務
事務所長来庁対応
作家平山讓氏来庁対応、交
通安全の集い出席
三宅村立三宅小学校入学
式、三宅村立三宅中学校入
学式、東京都立三宅高等学
校入学式出席
23日

(2)
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国民年金

法律上︑本来想定してい
る年金額の改定ルールで
は︑年金額は現役世代の賃
金水準に連動する仕組みと
なっていま みんなの
す︒
しかし︑
平成 年度
の年金額は︑物価がプラス
０・８％︑賃金がマイナス
０・２％の変動となったこ
とを踏まえ︑物価・賃金に
よるスライドは行わず︑平
成 年度と同じ金額となり
ます︒

禁

煙のススメ

の喘息の悪化を招くなど︑
健康に関してデメリットが
多くみられるのはご存知だ
と思います︒禁煙治療を公
的医療保険適用とするため
の条件の一つに︑敷地内禁
煙があるため︑診療所では
敷地内禁煙導入に向けて検
討を始めました︒
禁煙治療は︑今後診療所
でも保険診療になれば２万
円弱で︑現行の自由診療で
も６万円強で 週間の治療
を受けることができます︒
タバコはこの４月から値上
げされた銘柄もあり︑仮に
１日１箱５００円弱のタバ
コを１年間吸ったとすれば
万円程度です︒
これを機に︑費用の面で
も︑そして何よりもご自身
やご家族の健康のためにも
禁煙を考えてはいかがでし
ょうか︒

中央診療所医師

平成 年度は２年に１回
の診療報酬改定の年です︒
診療報酬とは︑保険証を提
示して保険診療を受けた際
に︑保険医療機関および保
険薬局が保険医療サービス
に対する対価として得る公
定価格を定めたものです︒
今回改定のポイントの一
つに︑禁煙治療が 歳未満
の方には︑今まであった本
数要件がなくなったため︑
治療を受けやすくなったこ
とがあります︒その背景に
は︑喫煙はニコチン中毒で
あり︑タバコを吸わなけれ
ば集中を維持できなくなっ
てしまう病気であるという
事実があります︒
そして喫煙という行為は
ご自身の脳血管疾患・心疾
患・慢性閉塞性肺疾患や各
種のがん︑その他の疾患の
リスクを高め︑周囲の方々

三宅村福祉会館に
名称が変わりました

鈴木 亮士

時間自動音声案内☎０４９９４⑥０８１３︒
24

ただし︑被用者年金一元
平成 年４月︵６月支払
化法︵平成二七年一〇月施
い分︶からの年金額につい
行︶により︑端数処理が一
て
円未満は四捨五入となった
ため︑月額で数円の増減が
生じます︒
なお︑平成 年度の年金
額による支払いは︑通常︑
４月分の年
金が支払わ
れる６月か
らです︒
年金額のお知らせについ
ては︑平成 年６月上旬に
送付予定です︒
年金についてのご相談は︑
港年金事務所☎
５４０
１ ３２１１または村民生
活課保健係☎⑤０９０２︒

︻防災行政無線︼放送内容を確認したい場合は

30

︵全期︶
の納付月︒
５月 日㈫までに納めてください︒

三宅村総合戦略検討委員会

の申請書類提出期間＝５月
日㈪から 日㈮︵５月
日㈮までに提出日を事前申
し込み︒
︶▽ファンド助成事

28

28

７月︑ 月および３月の３
期に支給します︒
︻手続き︼役場︑各出張
所に申請してください︒
※介護認定されていない
方は︑申請書に加えて医師
の証明書が必要です︒
※認定された方は助成の
際に︑領収書が必要となり
ますので大切に保管してく
ださい︒
問い合せは村民生活課福
祉係☎⑤０９０４︒

【問い合わせ】
新中央航空㈱三宅島空港
☎04994‑6‑0006

へ︑申し込みにより都営交
通︵都バス︑都営地下鉄︑
都電︑日暮里・舎人ライナ
ー︶と︑都内の民営バスに
乗車できる﹁東京都シルバ
ーパス﹂を発行します︒
合計所得額によって費用
が異なります
問い合わせは観光産業課
企業係☎⑤０９０８︒

82.4％

③申請者本人の前年所得に
対する村民税が非課税︒※
生活保護者および特別養護
老人ホーム入所者は除く︒
︻申請時期︼６月より申
請を受付けます︒なお︑
７月
までに申請された方は４月
分から助成対象とします︒
︻支給上限額︼要介護３
から５の方は月額上限額４
０００円︑それ以外の方は
３０００円︒
︻支給時期︼助成金は︑

今年度より旧阿古保育
園︑旧坪田小学校の名称を
三宅村阿古福祉会館︑三宅
村坪田福祉会館に改めまし
た︒今後とも︑地域福祉の
ためにご利用ください︒
なお︑申請は３日前まで
にお願いします︒
問い合わせは村民生活課
福祉係☎⑤０９０４︒

歳以上の都民の方

搭乗率

就航率

35

東京都シルバー
パスを発行します

満

12

94.5％

三宅
⇒調布

47.9％

調布
⇒三宅

11

28

28

27

受けている人︑またはこれ るためその間①に該当する
に準ずる人で食に関する支 人︒
▽利用回数＝月曜日から
援が必要な人︒
③同居する家族などが上 金曜日までの昼食を１人１
食を配達する︒︵ 月 日
から１月３日を除く︶
高齢者の配食
▽負担額＝１食あたり５
サービスを継続
００円︒
▽利用申込＝三宅村地域
京︑入院等で長期間不在に
なる場合でその期間中①に 包括支援センター☎⑥１８
３２︒
該当する人︒
問い合わせは村民生活課
④同居する家族等が仕事
などにより︑日中不在とな 福祉係☎⑤０９０４︒

16

航空機の運航状況

65

在宅で生活する高齢者へ
栄養バランスの取れた食事
を提供するとともに安否確
認を行い︑福祉向上を図り
ます︒
▽対象者＝三宅村に住所
を有し︑衰弱・障害︑疾病な
どの理由により︑食事の調
理が困難な人で︑次の項目
のいずれかに該当する方︒
① 歳以上の高齢者のみ
の世帯︒
②要介護・要支援認定を

（H28.3.1〜3.31）

島しょ中小企業等
振興補助事業募集

31日㈫

28

70

13

保育料（５月分）、軽自動車税（全期）、固定資
産税（第１期）の納期限

業への問い合わせは︵公財︶
東京都中小企業振興公社☎
３２５１ ７８９５︒
▽島しょ地域中小企業等

問い合わせ先

29

23

03

12

27

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】

24

65

11

櫻田村長に報告書を提出

12日㈭ 特設登記所開設（9:00〜12:00）【役場臨時庁舎】

23

10

櫻田村長(左)に戦略冊子を手渡す
関委員長

(14:30〜14:40)
(14:40〜15:00)
(15:00〜15:20)
(15:20〜15:40)
(15:20〜15:40) 【中央診療所】
定期予防接種
ＤＰＴ‑ＩＰＶ
日本脳炎１期
19日㈭
ＭＲ
ＤＴ２期
日本脳炎２期

て具体的な施策を検討し︑ ㈭から 日㈮
事業を進めていきます︒
︻相談内容︼教育上のこ
問い合わせは企画財政課 と︑しつけや性格・行動の
地方創生推進担当☎⑤０９ こと︑成長や発達のこと︑
８４︒
非行のこと︑里親のことな
ど︒
︻相談方法︼原則︑家庭
東京都児童相談センター
訪問ですが︑他の場所での
春の巡回相談
相談を希望する場合は指定
を実施します
の場所で対応します︒
︻申込方法︼５月 日㈪
東京都児童相談センター
から児童福祉司︑児童心理 までに︑村民生活課福祉係
司が来島します︒お子さま まで連絡してください︒そ
に関してお困りのことがご の際に次の内容を確認しま
ざいましたら︑この機会に す︒
①相談者氏名・住所・電
ご相談ください︒日程は次
話番号②対象者︵お子さ
のとおり︒
︻開催予定日︼６月 日 ま︶の氏名・生年月日③相
談内容④訪問希望日時
振興補助事業の募集期間＝ 問 い 合 わ せ は 村 民 生 活 課
５月２日㈪から６月 日㈮ 福祉係☎⑤０９０４︒
▽各種様式＝島しょ振興公
社ホームページ内﹁島民の
高齢者のおむつ代
方々へ﹂に掲載
助成を継続します
▽募集案内配布と申請書
類提出先＝企画財政課企画
高齢者へおむつ代などの
情報係☎⑤０９８４
助成を継続します︒
問い合わせは︵公財︶東
︻対象者︼三宅村に現に
京都島しょ振興公社☎
居住する 歳以上の高齢者
で︑次に該当する方
５４７２ ６５４６︒
①要介護認定者または︑
それに準ずる方②常時紙お
むつなどの使用が必要な方
◆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】

31

平成 年度に計４回開催 が︑４月 日に関委員長か
した三宅村総合戦略検討委 ら櫻田村長に報告されまし
員 会 で 取 り ま と め た 内 容 た︒
報告内容は︑①本戦略は
三宅村総合計画を踏まえた
上で︑さらに人口増加対策
など特定の施策を検討す
る︒②人口増加対策につい
ては︑村に移住希望者向け
の窓口を設置するほか︑人
材確保及び住宅確保を重点
項目とする︒などが報告さ
れました︒
村では︑本戦略を踏まえ

11日㈬

03

27

28

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

平成 年度第１回東京都
島しょ地域中小企業等振興
補助事業を募集します︒
▽申請条件＝中小企業振
興公社の﹁東京都地域中小
企業応援ファンド地域資源
活用イノベーション創出助
成事業﹂
︵以下﹁ファンド助
成事業﹂︶に申請︒※この結
果を踏まえ交付・不交付を
決定︒▽ファンド助成事業

５月の生活カレンダー

03

・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。
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三宅島人権啓発の集い

82
５月の小・中学校予定
︻小学校︼
７日㈯＝学校公開
日㈭＝三 宅 村 学 力 調 査
︵小２〜６︶
日㈮＝引き渡し訓練
日㈫〜 日㈯＝日光移動
教室︵小６︶
︻中学校︼
７日㈯＝学校公開・情報化
講演会
日㈭＝三 宅 村 学 力 調 査
︵全学年︶
日㈫〜 日㈮＝職場体験
︵中２︶
日㈫〜 日㈯＝修学旅行

２０１６年本屋大賞が決
定しました︒
この他にも︑一万冊を超
える本が皆さんを待ってい
ます︒三宅村立図書館に配
架していない本でも︑都立
図書館に配架されていれば︑
貸出してもらえます︒気軽
に窓口に尋ねてください︒
三宅村図書館☎⑤１４５
３︑開館午前 時〜午後５
時︑水曜日休館︒

宮下奈都著・文藝春秋

﹃羊と鋼の森﹄

︵中３︶︵京都・奈良︶ が詰まった一冊です︒

問い合わせは三宅村教育
委員会☎⑤０９５２︒
︻新着本の紹介︼
すがすがしい季節になり
ました︒図書館には毎月新
しい本が入ってきていま
す︒図書館に立ち寄ってみ
てはいかがでしょうか︒

和田秀樹著・新講社

﹃焦らなくなる本﹄

何が起きても焦らない︒
冷静に対応出来るようにな
る考え方を紹介していま
す︒焦らないためのヒント

くん

誕生日：平成27年
４月28日（伊豆）

こここここここここここれ！！！！！！！！！
あれこ

東 葵佑

映画﹁あん﹂を上映

の推進を目的として３月
日︑﹁三宅島人権啓発の集
い﹂を三宅村文化会館にて
開催しました︒
当日は︑元ハンセン病患
者の姿を描いた映画﹁あ
ん﹂の上映や原作者のドリ
アン助川さん・主演女優の
樹木希林さんによるト
ークイベントを行いま
した︒
トークイベントで
は︑樹木希林さんが劇
中と同じ衣装で登場
し︑おふたりから撮影
秘話や﹁あん﹂に対す
る思いなどが語られま
した︒映画上映では︑
エンディングテーマが
流れる中︑会場は感動
と温かい雰囲気に包ま
れました︒

暮 らしの中 に

村民憲章 を

去る７月に制定した﹁三
宅村村民憲章﹂の看板が役
場臨時庁舎１階入口横に設
置されました︒来庁時にご
覧ください︒
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︒

﹁非核平和宣言﹂の
看板を設置しました

﹁非核平和宣言﹂の看板
が役場臨時庁舎１階入口前
の方角案内に設置されまし
た︒来庁時にご覧ください︒

櫻田村長と設置された看板

設置された看板

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。

柚愛お姉ちゃんが大好
きな葵佑。ずっと姉弟
仲良しでいてね。
祝！初節句！

坪田地区に咲くアジサイ

すけ
き
ひがし

31

【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。

通語がうまれました︒
もっと知りたい
各地域には他の地区の人
が真似できないような特有
島の
の言葉と訛りがあります︒
歴史を大切にし︑地域に
島ことば
︵アジサイの表現︶
根付く文化を次世代に受け
三宅島は昔︑伊ヶ谷村︑ 継ぐために島ことばを紹介
伊豆村︑神着村︑阿古村︑ していきます︒各地域で日
坪田村の５つに分かれてい 常よく使われる表現を紹介
ましたが︑昭和 年と昭和 します︒
年に合併して１島１村に
もうすぐアジサイの季節
なりました︒
が始まります︒アジサイは
島民の日常生活の中でか 島の至るところで見ること
わされる言葉の中には俗に ができます︒各地区のアジ
島ことばと称する独特の共 サイの表現は次の通りです︒
▽神着地区＝ズイノキ
▽伊豆地区＝ズイノキ
▽伊ヶ谷地区＝ズイノ
キ
▽阿古地区＝シバ
▽坪田地区＝アツワア
ノキ
アジサイを見たら︑島
ことばで表してみるのも
いいかもしれませんね︒
※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☎⑤０９８
４︒

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/
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す︒そして︑オスたちは昼
三宅島自然だより
も夜も﹁ホキョキョ⁝﹂と
﹁昔の人も気になっ
繰り返し︑必死でメスに求
ていたようです﹂
愛します︒そのような習性
と口の中が赤く見えるとこ
ろから﹁鳴いて血を吐くホ
トトギス﹂という言葉も生
まれました︒
すこし？かなり？にぎや
かですが︑古来より親しま
れ︑遠路はるばるやってき
た彼らをやさしく見守って
くださいね︒

イベント情報

三宅島火山ガス濃度情報サービス

28
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メッセージ
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26
集合写真に納まる剣士ら

夜やかましく鳴
いている鳥は何で
すか？時折︑こん
な質問を受けま
す︒よく耳を澄ま
せてください︒
﹁ホキョキョギョ
ス﹂と聞こえませんか︒そ
う︑この正体はホトトギス
です︒昔の人も気にな
っていたらしく︑万葉
集でも野鳥の中で一番
多く詠われています︒
戦国武将の性格を表し
た﹁鳴かぬなら〜﹂で
も有名です︒
ホトトギスは卯︵ウ
ツギ︶の花が咲くこ
ろ︑インドやマレー半
島などから渡ってきま

他の日程でも上記イベントを実施するほか、島一周イベント、ウチヤマセンニュ
ウ観察会もあります。
詳しくは島内に掲示してあるポスター、ＩＰ告知端末等をご覧ください。
☎⑥0410、FAX⑥0458、ホームページの「アカコッコからの手紙」で検索。

12

24 13

17

12

17

特別区・島嶼人権啓発活
動ネットワーク協議会︵三
宅村︑東京人権擁護委員協
議会︑東京法務局︶では︑
人権意識の高揚や人権擁護

55

ドリアン助川さんと樹木希林さん

▽︻一般男子の部︼第三
横浜市西区剣道大会
位＝廣瀬喜与
三宅島の剣士
▽︻団体戦︵三段以下︶︼
人が初参加
ベスト８＝︵先鋒︶平松妹
３月 日に第 回横浜市 佳︑︵中堅︶井澤二千夏︑
西区剣道大会が開催され︑ ︵大将︶松田翔平
三宅島の小学生８人︑
中学生３人︑大人２人
が初参加しました︒日
ごろの稽古の成果を十
分に発揮し︑横浜市西
区の剣士と交流を深め
ました︒試合の結果は
次のとおり︒
▽︻小学生３・４年
生の部︼優勝＝筑波俊
輔
▽︻小学生５・６年
生の部︼ベスト８＝筑
波大輝︑髙田昂歩
▽︻中学生・一般女
子の部︼準優勝＝井澤
二千夏︑ベスト８＝平
松妹佳

「ホトトギス」昨年は５月１日に飛来

10

で解散

案内。

参加費・定員
実施場所
時間
実施日
イベント名

入館料
200円・
定員無し
9:00〜
アカコッコ館
10:00
初心者でも参加できます。 １〜５日・
８日㈰・
大路池ガイドウオーク
10:30〜 アカコッコ館
※大路池南桟橋
池まで自然の見どころをご 14日㈯・
11:30
15日㈰など

おきがるバードウオッチング ５月
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