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三宅村農業委員

氏 名

担当地区

浅岡

菊地

直彦(伊豆）

伊豆地区

菊地 世紀(神着）

浅沼

榮子(神着）

塩田

冬彦(神着）

阿古地区

沖山 敏保(阿古）

英明(伊ヶ谷)

坪田地区

坂田 定行(坪田)

昭正
櫻田
三宅村長

三宅村農業委員会が始動

農業委員会法の改正に伴 日より３年間︑新たな体制 に︑農地流動化の推進や意
い︑農業委員は今までの選 で三宅村農業委員会が地域 欲 あ る 農 業 の 担 い 手 の 育
挙制から選任制となりまし で活動を始めましたので︑ 成・確保に取り組み︑農業
農業でお困りの方や農地に 全般にわたる問題を解決し
た︒
ていくことを
また︑耕作
目的とした農
放棄地の発生 新体制
業および農業
防止・解消︑
﹁農地利用最適化推進委員﹂を新設 者
の一般的利
担い手への農
地利用の集約・集積・新規 関する農地法の手続など︑ 益 を 代 表 す る 機 関 と し て
参入の促進を図るため新た お気軽にご相談ください︒ ﹁農業委員会等に関する法
▽農業委員会＝農地法等 律﹂に基づいて市町村に設
に農地利用最適化推進委員
の厳正執行にあたるととも 置されている行政委員会で
が設けられました︒５月
す︒
問い合わ
せは三宅村
農業委員会
事務局︵三
宅村観光産
業課内︶☎
⑤０９９
２︒

規久(坪田）

平成 年の噴火災
害に伴う全島避難以
降︑子どもたちを通
じた交流や︑平野前
村議会議長をはじめ
とした両町村議会議
員の交流を続けてい
るみなかみ町と４月
日︑友好交流に関
する覚書をみなかみ
町役場で締結しまし
た︒
今後︑文化・芸
術・産業振興などの
分野を通じて︑さま
ざまな組織・団体・
町民・村民へと交流
の輪を広げていくこ
とを目的とし︑両町
村長が署名し︑両町
村議会議長が立会人
となりました︒

石井

28

12

三宅島フォトコン２０１６

鶴良(坪田）

みなかみ町役場での覚書締結式

三宅島の魅力を
捉えた作品募集

神着地区

用者には審査後に観光協会
より連絡します︒
▽応募締切＝９月 日㈮
必着
▽応募方法＝メールまた
は郵送
応募先と問い合わせは三
宅島観光協会☎⑤１１４
４︒〒１００ １２１２三
宅村阿古６７２ ３三宅島
観光協会内三宅島フォトコ
ン２０１６実行委員会ま
で︒
p̲contest@
miyakejima.gr.jp

勝郎(阿古）

山本

30

17

ーにあなたの作品が採用さ 竹芝桟橋や東海汽船客船︑
れるかも
さらに島内の民宿や商店︑
作成されたポスターは東 空港から船客待合所など至
京都内の主要駅をはじめ︑ る所に掲示され︑三宅島の
ＰＲに活用さ
れます︒
公式ポスタ
ーには ＭＢ
以上︑解像度
３００ｄｐ ｉ
以上の写真デ
ータで応募が
必要となりま
す︒作品の採

沖山

伊ヶ谷地区 三輪 孝則(伊ヶ谷)

存(坪田）

職務代理者 浅沼

三宅村農地利用最適化推進委員

三宅村農業委員】

昌(神着）

浅沼

会長

氏 名

役 職

10

講演と野球教室開催

開講式の様子

三宅島の魅力を捉えた写
真を募集します︒今年は
﹁食文化部門﹂を新設︑三
宅島の郷土料理をはじめ︑
島食材から宿の食事など︑
素敵な作品をお待ちしてい
ます︒入賞作品には豪華な
賞品が用意されています︒
三宅村発行の公式ポスタ

!?

櫻田村長、岸町長が覚書に署名
14

群馬県みなかみ町と友好交流
を開催︑参加者・観覧者約
五輪メダリスト２人が来島
１６０人が来場しました︒
当日は︑坂口氏による講
演の後︑グラウンドに出て
５月 日︑ 日三宅島体 ク メ ダ リ ス ト の 坂 口 裕 之 ゴロやフライの取り方︑バ
育協会はシニアスポーツ振 氏・髙林孝行氏を講師に迎 ッティング練習など︑シニ
興事業として︑オリンピッ え︑三宅中学校で野球教室 ア チ ー ム ・ 中 学 生 野 球 部
員・女子野球チームの各選
手が指導を受けました︒
15

☎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

.555

６月号

2,607人 （＋72人）
1,699世帯（＋58世帯）
平成28年５月１日現在
※カッコ内は前月１日比

熊本地震によりお亡くなりになられた方々のご冥福をお祈りし、
被災されたみなさまに心からお見舞い申しあげますとともに、
被災地の１日も早い復興を心からお祈り申しあげます。

25日

27日
28日

５月10日

によって異なりますが︑目
安としては ａ ︵１０００
平方㍍︶あたり２００〜３
００㌕程度です︒消石灰と
いう石灰資材もあります
が︑アルカリ分が多く︑量
を苦土石灰より３〜４割少
なくする必要があるなど扱

島しょ

ガスが発生する恐れがある
ので︑なるべく避けてくだ
さい︒
いつも石灰資材が必要か
といえば︑必ずしもそうで
はありません︒植物によっ
ては︑石灰資材は不要で
す︒一般的に︑ジャガイ

総合センター通信

モ︑スイカ︑サツマイモ︑
サトイモ︑トウモロコシ︑
インゲン︑ダイコンなどは
酸性に強い作物と言われて
います︒
リン酸の単肥であるヨウ
リンもアルカリ分を ％ほ

﹁石灰資材について﹂

いがやや困難です︒
石灰資材は固まりやすい
ので︑まいたらすぐに耕す
ことが重要です︒２週間く
らいすると土壌の粒子とな
じみます︒チッソ肥料とい
っしょに施すとアンモニア

当日の献立

出前講座の申し込みは火
山防災連絡事務所☎⑤０９
８０︒︵受付時間は平日午前
８時半から午後５時 分︶
条例については総務課防
災危機管理係☎⑤０９３
５︒
なぜ畑に石灰資材を使う
のでしょうか︒今月は石灰
資材の基本的事項について
紹介します︒
三宅島をはじめ︑雨の多
い日本の土壌は石灰が流亡
しやすく︑酸性になりがち
です︒土壌が酸性になる
と︑根の肥料吸収力が低下
し︑植物は正常な生育がで
きなくなってしまいます︒
そこで酸性土壌を矯正する
ために︑アルカリ分を含む
石灰資材を投入します︒
代表的な石灰資材として
は︑苦土石灰があります︒
﹁炭酸苦土﹂﹁タンクド﹂
などと呼ばれることもあり
ますが︑いずれも同じもの
です︒１回に施す量は︑畑

嚥下障害と誤嚥の講習会

03

骨粗しょう症予防を学ぶ

27

日開催

ど含み︑苦土石灰と同程度
の酸性矯正力があります︒
一方︑過リン酸石灰︵過
石︶は石灰が含まれていま
すが︑酸性なので酸性の矯
正にはなりません︒
﹁石灰で消毒する﹂と言
われる方がいらっしゃいま
すが︑石灰そのものには殺
菌殺虫効果はありません︒
唯一︑
﹁石灰窒素﹂という特
殊な資材は︑農薬登録がさ
れており︑土壌消毒効果が
期待できますが︑石灰窒素
については紙面の都合上︑
またあらためて紹介したい
と思います︒
農作物の管理等に対する
相談・要望は当センター☎
⑥１４１４まで︒

ビリについて専門家が講義
します︒この機会にぜひご
参加ください︒
▽日時＝６月 日㈬午後
６時から午後７時半
▽場所＝特別養護老人ホ
ームあじさいの里
▽講師＝財団法人東京都
保健医療公社荏原病院平林
久吾氏︵医師︶︑東京医科
歯科大学医学部付属病院高
橋千尋氏︵言語聴覚士︶
問い合わせは島しょ保健
所三宅出張所保健指導担当
☎②０１８１︒

︻主任級︼観光産業課観
光商工係＝早川直伸
︻主事級︼総務課防災危
機管理係＝伊藤正章
︻新規採用︼村民生活課
医療係＝藤井照久︵臨床工
学技士︶

人事異動 ︵５月１日付︶

29

50

10

水 農
産 林

え ん げ
ご え ん
ヨーグルトのフルーツソー
スかけ
▽講師＝島しょ保健所三
６月 日㈬に開催します
宅出張所栄養士︑教育庁三
宅出張所栄養士
を飲み込む力が低下する
▽費用＝５００円
と︑食べ物が気管に入るこ
当日は費用と髪を覆うもの
とによる肺炎になりやす
︵バンダナ︑タオル等︶エ
く︑肺炎をきっかけに寝た
プロン︑手拭き︑筆記用具
きりになる方も少なくあり
をお持ちください︒
ません︒
▽応募方法＝６月２日㈭
飲み込みのメカニズム
午前９時から電話︑メール
や︑食べ物が気管に入らな
で申し込み︒
加齢による筋力低下や病 いような食べ方︑介助のポ
▽応募先と問い合わせは 気により︑食べ物や飲み物 イント︑自宅でできるリハ
島しょ保健所三宅出張所☎
②０１８１︵越川︶︑
平成 年度の情報公開実
東京都島嶼町村一部事務
S0000326@ section.metro.組合の情報公開制度︵平成 施状況は次のとおりです︒
▽開示請求件数＝１件
年条例第９号︶は︑島しょ
tokyo.jp
▽開示決定件数＝１件
９町村の住民の組合行政へ
︵一部開示決
の参加をより一
島嶼町村一部事務組合
定を含む︒︶
層推進するとと
▽問い合わ
もに︑組合の公 情報公開実施状況
正な運営を確保することを せは東京都島嶼町村一部事
目的に制定され︑毎年１回 務 組 合 総 務 課 庶 務 係 ︵ 担
の情報公開実施状況を公表 当 鈴木︶☎
３４３２
することになっています︒
４９６１︒

29

食育料理教室６月

立入り禁止区域の表示

︻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︒

18

15

業振興や防災対策など︑さ
まざまな課題があると伺っ
ております︒先の櫻田村長
の所信表明の中で﹁今こそ
役場︑村民︑島内の各団
体・事業者が協働して︑復
興から次のステップに向け
た島づくり⁝﹂とありまし
た︒三宅支庁の職員として
だけでなく︑ひとりの島民
としても三宅島の魅力を肌
で感じ︑勉強しながら皆さ
まと一緒に島づくりに汗を
かいていく所存です︒若輩
者ではありますが︑よろし
くお願いいたします︒

28

28

▽日時＝６月 日㈫午前
明るく綺麗な保健所の調
時から午後１時半︵受付
理室で︑おいしい料理を調
理・試食し︑骨粗しょう症 は午前９時 分から︶
▽献立＝ごはん︑わかめ
予防の食事について楽しく
学びませんか︒定員は８人 スープ︑小エビ入りさつま
揚げ︑添え野菜︑ナムル︑
︵先着順︶です︒
また︑全島避難の際は︑
旧秋川高校への三宅高校の
併設に間接的ですが携わら
せていただきました︒この
度の職の拝命は︑これまで

ご縁を大事に頑張ります
竹内 規雄
のご縁をより一層深くでき
るものと︑心から嬉しく思
っているところです︒
さて︑昨年︑帰島 周年
を迎えられたわけですが︑
生活基盤整備をはじめ︑産

三宅支庁総務課長
験ビレッジ﹂開所式でし
た︒先日︑開所式で頂いた
トコブシやタカベの美味し
さを思い出しながら︑感慨
深く入浴させていただきま
した︒

10

出前講座講師の長門技術主任

も何かのご縁ではないかと
思っております︒これま
で︑三宅島には何度かお邪
魔しておりますが︑最初は
年ほど前の﹁ふるさと体

22日

みんなの
コ ラ ム

20

20日

45

安全確保に関する条例・施
火山防災連絡事務所からお知らせ
行規則﹂により︑立入禁止
となっています︒
気象庁は２０１５年６月 ︵活火山であることに留意︶ 当事務所では︑火山に関
に︑三宅島の噴火警戒レベ に引き下げました︒レベル する知識や防災についての
ル２︵火口周辺規制︶を１ は下がりましたが火山活動 出前講座を随時︑受け付け
は続いていますので︑雄山 ています︒
山頂火口の縁から１００㍍
および主火孔から５００㍍
以内では火山灰の噴出に警
戒が必要です︒火山ガスの
放出も続いていますので︑
風下にあたる地域では火山
ガスに注意してください︒
林道雄山環状線︵鉢巻林
道︶から山頂までの間は︑
﹁三宅村火山ガスに対する

19日

都議会公明党三宅島視察対応
同上
東京都福祉保健局保健政策
部長来庁対応
ＮＴＴ東日本東京西支店長
来庁対応
東京都産業労働局観光部振
興課長来庁対応
平成28年度第１回伊豆諸島６
火山防災協議会合同会議出席
平成28年度第１回東京都町
村長会議出席
東京都港湾局長来庁対応
東京都三宅村・群馬県みなか
み町友好交流覚書締結式出席
平成28年度全国簡易水道協
議会関東甲信越ブロック簡
易水道大会出席
４月14日
15日
18日

皆さま︑こんにちは︒４
月１日付で三宅支庁総務課
長を拝命した竹内規雄と申
します︒３月まで２０２０
オリ・パラ組織委員会で︑
競技会場の管理業務に従事
しておりました︒三宅村は
追加競技候補の﹁スポーツ
クライミング﹂実施会場に
手を挙げられており︑これ

村長室だより
６月は村都民税︵第１期︶
︑
保育料︵６月分︶
の

10

平成28年４月11日から
平成28年５月10日まで

(2)

2016年（平成28年）6月1日

け
や
み
報
広
（第555号）

納付月︒
６月 日㈭までに納めてください︒

島内の求人情報を募集

三宅村
役 場

島外の人材確保と定住を目的に
人情報シートに記入し︑村
に提出します︒
②村で内容を確認し︑村
ホームページに掲載しま
す︒
※求人情報シートは企画
財政課に置いてあるほか︑
村ホームページからダウン
ロードも可能です︒
※村ホームページへの掲

12

︻防災行政無線︼放送内容を確認したい場合は

新・増 築
取り壊し

をした時は

で︑早めに届け出をお願い
します︒
②取り壊しをした場合
建物の一部︑または全部
を取り壊した場合は︑﹁家
屋異動届﹂を提出してくだ
さい︒届け出がない場合は
翌年度も課税されてしまう

建物の

災

和田

陽之介

つかの体制作りをしようと
考えています︒
今回はその第１段とし
て︑﹁連絡カード﹂の作成
を実施しようと考えており
ます︒
﹁連絡カード﹂の主旨と
しては︑有事の際に備えて
どなたに連絡をするか︑家
族や親戚︑困った時に連絡
してもらいたい人の連絡先
を記録する事です︒このカ
ードを診療所のカルテ内に
保存する事で︑災害時だけ
でなく︑救急時でも素早く
治療方針を決定することに
繋がります︒
今後︑﹁連絡カード﹂を
作成するにあたり︑どのよ
うに実施していくか個人情
報保護の観点も考慮し︑診
療所内でも検討していきま
す︒
実施の際には︑再度ご連
絡させていただきますの
で︑村民の皆さまのご協力
をお願いいたします︒

中央診療所長

害対策への取り組み ①

時間自動音声案内☎０４９９４⑥０８１３︒

務局で所有権移転登記︵相
続登記︶の手続きが必要と
なります︒この相続登記が
済むまでの間は︑相続人の
中から納税通知書その他の
賦課徴収に関する書類を受
け取る代表者を届け出なけ
ればなりません︒関係する
相続人の方には
﹁相続人代表者
指定届﹂をお送
りしますのでご
連絡ください︒
また︑未登記家屋がある
場合は﹁未登記家屋名義人
変更届﹂などの提出が必要
です︒詳細は税務係までお
問い合わせください︒
問い合わせは企画財政課
税務係☎⑤０９８３︒

﹁家屋異動届﹂の提出を
ことがありますので︑早め
に届け出をお願いします︒
所有者が死亡した場合は
相続登記または相続人代表
者の届け出をお願いします︒
土地・家屋などの所有者
が死亡した場合は︑通常︑法

21

03

近年︑地震を始め︑津
波︑台風︑土砂崩れなど災
害に対応を迫られる状況が
増えています︒三宅島にお
いては噴火の可能性も加わ
り︑災害時の対策が重要で
す︒そして︑島で唯一の医
療機関である中央診療所は
災害時に医療の拠点となり
ます︒
災害医療の現場では︑
﹁ All Hazard Model
︵オー
ル ハザード モデル︶﹂
という概念が用いられま
す︒かいつまんで申します
と︑地震︑津波︑台風︑噴
火など各災害に備えてそれ
ぞれ対策を作るのではな
く︑どの災害にも対応でき
る対策案を作成するという
事です︒
昨年度の東京都との合同
防災訓練を始め︑関係各所
との連携を密に取る必要が
あります︒災害時にも強い
医療体制を構築するため
に︑診療所では今年度いく

【問い合わせ】
新中央航空㈱三宅島空港
☎04994‑6‑0006

10

移住・定住の相談窓口を
設置するとともに︑島内の
雇用促進と島外からの人材
を確保し︑定住人口の増加
を図るため︑島内求人情報
を募集し︑村ホームページ
に掲載します︒
︽掲載までの流れ︾
①求人情報の掲載を希望
する島内事業所は所定の求

28

図ることを目的として︑心
身障害者福祉手当︵月額１
万５５００円︶を４月・８
月・ 月に支給︒
▽対象者＝次の条件をす
べて満たす方︵所得制限が
あります︶
三宅村に住所を有する
歳以上
身体障害１・２級また
◆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】
◆東京法務局の６月の特設登記所は開設されません。
〈次回の開設予定〉
７月６日㈬ 9:00〜12:00、13:00〜16:00
７月７日㈭ 9:00〜12:00
【役場臨時庁舎】

20

任意予防接種
(14:20〜14:30）
定期予防接種
ＢＣＧ
(14:20〜14:30）
23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

する必要があることから︑ 専門診療を行います︒受付
例年よりも早く受付を行い は︑診療当日に行います︒
ますのでご注意ください︒
受診者多数の場合は︑受
▽申込＝村民生活課福祉 付を早めに終了することも
係または各出張所
ありますので︑ご注意くだ
問い合わせは村民生活課 さい︒
福祉係☎⑤０９０４︒
▽場所＝中央診療所
▽診療日＝︻耳鼻咽喉科︼
６月９日㈭︑ 日㈮午前
専門診療を
︻整形外科︼６月 日㈫︑
実施します
日㈬午前
耳鼻咽喉科 整形外科
問い合わせは中央診療所
耳鼻咽喉科と整形外科の ☎②００１６︒

72.4％

家屋などを新築・増築・
載は無料です︒
※本掲載は島内の雇用促 取 り 壊 し な ど し た 場 合 は
進と定住促進を目的とした ﹁家屋異動届﹂の提出をお
求人情報の提供です︒村で 願いします︒村では島内の
は 職 業 紹 介 ︵ 仲 介 や 斡 旋 新・増築建物や取り壊し建
等︶は行うことができない 物 の 把 握 に 努 め て い ま す
ため︑雇用に関する交渉や が︑適切な課税を行うため
契約に関する一切の責任を にも︑次に該当する場合は
負いませんのでご了承くだ 税務係に届け出
さい︒また︑求職者との交 を お 願 い し ま
渉や契約等は村を介さず当 す︒
①新・増築し
人同士で行ってください︒
問い合わせは企画財政課 た場合
住宅・事務所・店舗・倉
地方創生推進担当☎⑤０９
庫・車庫・物置など建物を
８４︒
新・増築された場合は︑新
たに固定資産税が課税され
は愛の手帳１〜３度
新規申請時︑ 歳未満 ます︒課税の基礎となる評
施設に入所していない 価額を算定するため︑税務
問い合わせは村民生活課 係職員が調査に伺いますの
福祉係☎⑤０９０４︒
▽対象＝①肢体②視覚③
聴覚④知的
心身障害者
▽開催日時＝９月９日㈮
巡 回 相 談
午前
９月９日㈮開催
▽開催場所＝伊豆避難施
平成 年度心身障害者巡 設
▽相談内容＝①手帳の申
回相談を開催します︒希望
される方は︑事前にお申し 請︑級の変更︑障害部位の
追加②補装具の相談
込みください︒
▽申込期限＝７月 日㈮
まで︒※視覚のみ７月８日
㈮まで
※相談人数を早めに確定

搭乗率

就航率

50

国民年金

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

航空機の運航状況

22

の 年間に限り 歳未満に 保険料を納めないままにし
納付猶予制度の対象年齢
ておくと︑﹁もしも﹂のと
拡大されます︒
が拡大されます
本人・配偶者の前年の所 きの障害基礎年金や遺族基
得が一定額以下であれば申 礎年金を受けられない場合
があります︒納めること
みんなの
が困難な場合は申請しま
しょう︒
年金についてのご相談
は︑港年金事務所☎
５
４０１ ３２１１または村
民生活課保健係☎５ ０９
０２︒

（H28.4.1〜4.30）

10

請により︑保険料の納付が
猶予されます︒︵世帯主の
所得は審査の対象外で
す︒︶

10

29

国民年金の若年者納付猶
予制度は︑ 歳未満の方
を対象として︑経済的な
理由などで保険料を納め
ることが困難な場合︑申
請して承認されると︑保険
料の納付が猶予されます︒
この対象年齢が平成 年
７月から平成 年６月まで

30

37

受給者現況届の提出について

定期予防接種
ＤＰＴ‑ＩＰＶ (14:30〜14:40）
日本脳炎
(14:40〜15:00）
16日㈭
ＭＲ
(15:00〜15:20）
ＤＴ２期、日本脳炎２期
(15:20〜15:40）【中央診療所】

65

問い合わせ先

88.5％

三宅
⇒調布

38.4％

調布
⇒三宅

【伊豆避難施設】

14日㈫ 乳幼児健診

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。

30

心身障害者福祉手当

６月の生活カレンダー

三宅村心身障害者福祉手
当条例施行規則では︑支給
にあたり年１度の現況届の
提出を定めています︒
受給者には個別に通知し
ますので︑７月末までに三
宅村役場または出張所に提
出してください︒
▽制度概要＝心身に障害
がある方の︑福祉の増進を
30日㈭ 保育料（６月分）、村都民税（第１期）の納期限

（第555号）

け
や
み
報
広
2016年（平成28年）6月1日
(3)

１７０人参加

82
６月の小・中学校予定
︻小学校︼
日㈪＝水泳指導開始
日㈬＝着衣泳体験学習
日㈯＝学校公開︑道徳授
業地区公開講座
︻中学校︼
４日㈯＝学校公開︑進路説
明会
６日㈪〜 日㈮
＝学校公開週間
日㈬＝地域清掃
日㈪＝水泳指導開始

日㈬〜 日㈮＝期末考査
日㈭＝救急救命講習
日㈪＝シーカヤック指導
開始
問い合わせは三宅村教育
委員会☎⑤０９５２︒
︻新着本の紹介︼
24

菊間ひろみ著

幻冬舎

﹃名言だけで
英語は話せる！﹄

27 23 22

英会話の教材が溢れ︑﹁日
本人の英語は通じない﹂と

いう言葉が独り歩きしてい
る中で︑各界の著名人の名
言を基に︑英語の文型を丁
寧に説明しています︒語学
だけではなく生き方のヒン
トが習得できます︒
﹁外国語の習得は母国語
の能力に規定される﹂とい
うセオリーが思い起こさ
れ︑﹁学校で習った英語は
使えない﹂という既成概念
が消散する一冊です︒

米澤貴紀著

エクスナレッジ

﹃神社の解剖図鑑﹄
﹁パワースポット﹂とい
う言葉をはじめ縁結びや厄
払い︑初詣や七五三など誰
もが知っているつもりで知

らない神社というものを︑
社殿の建築様式から︑歴史
や神話とのかかわり︑ご利
益の話などの幅広い要素
を︑建築史を専門とする著
者の視点で﹁解剖﹂しま
す︒注意深く読むと三宅島
に関する記載もあります︒
身近なものを見直してみた
くなる一冊です︒
三宅村図書館☎⑤１４５
３︑開館午前 時〜午後５
時︑水曜日休館︒

S

４年後に開催されるオリ
ンピックを前に東京は大き
く変貌しています︒渋谷駅
周辺などは全く変わってし
まいました︒１９６４年の
東京オリンピックの時も東
京は大きく変わりました
が︑その当時とは比較にな
らない変化です︒三宅村図
書館では︑東京の原点とな
る江戸も含めた︑歴史や地

き

た つ

福本 竜生 くん

誕生日：平成27年
９月20日（阿古）

メッセージ

理をはじめさまざまな視点
で﹁ふるさと東京﹂をテー
マにした図書コーナーを設
けました︒ぜひこの機会
に︑島の玄関口﹁竹芝﹂の
由来や︑１９４０年の幻の
東京オリンピックなど︑知
っているつもりの﹁東京﹂
についてもう一度考えてみ
ませんか︒新たな発見があ
るはずです︒
その﹁発見﹂は︑ふるさ
と三宅島をもう一度見直し
て︑その魅力を再発見する
﹁ディスカバー三宅島﹂に
繋がっています︒
５月に始まった︑トコロ
ジスト養成講座〜島の暮ら
し発見隊〜は︑調査場所を
伊豆地区に移し︑﹁その場
所の専門家﹂を目指して活
動を始めています︒参加者
は自分たちでテーマを決め
て地図を片手に歩きまわっ
て︑不思議なことや面白い
ことなど発見して行きま
す︒学者や研究者から答え

ふ く も と

交通安全の
つどいを開催

春の全国交通安全運動に
伴い４月６日︑三宅島警察
署と三宅島交通安全協会の
主催による﹁交通安全のつ
どい﹂が三宅村文化会館で

開催され︑１７０人を超え
る村民の方が参加しまし
た︒
式典・交通安全教室に続
いて︑歌手さこみちよさん
の歌謡ショーが行われ︑自
身の替え歌﹁振り込め詐欺
だよおっかさん﹂などを軽
妙なトークを交えながら熱
唱し︑交通安全と防犯を呼
びかけました︒会場からは
笑いと盛大な拍手が送られ
ていました︒
なお︑４月６日から 日
までの春の全国交通安全運
動期間中︑三宅島警察署内
では交通人身・物件事故の
発生はありませんでした︒
引き続き安全運転を心掛け
ましょう︒

ディスカバー

三宅島

E

10

ふるさと東京を再発見

N

10

ますがよく見てください︒
三宅島自然だより
ヒナの全身に羽毛は生えて
﹁みまもって
いますか？羽毛があれば︑
野鳥の子育て﹂
あどけなくても﹁独り立ち
準備中﹂の巣立ちビナで
す︒
親鳥がすぐそばで待って
いるので︑その場を離れて
あげてください︒ヒナたち
は失敗を繰り返しながら︑
親鳥からエサの探し方や天
敵の避け方を学んでいま
す︒思いやりの気持ちが︑
鳥の子の﹁誘拐﹂にならな
いように︑落ち着いて行動
しましょう︒

イベント情報

を教えてもらうのではなく
自分たちで疑問点を見つけ
出す活動です︒
その他にも︑親子クラフ
ト教室や︑トールペインテ
ィング教室も開催予定です︒
身の周りにあるものをもう
一度見直して三宅島の魅力
を再発見してみませんか︒
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︒

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。

8名・１人で
土方海岸 シュノーケル
出来る人

【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。

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/

無料・
定員無し

18 15 13

20 15

さえずりととも
に始まった鳥の子
育ての季節︒この
春生まれたヒナ
が︑いよいよ巣立
ちの時を迎えてい
ます︒飛び慣れな
いうちは︑うっかり枝から
落ちてしまうこともしばし
ばあります︒
ですから︑この時期は地
面でうずくまるヒナ鳥を見
かけるこ
とが多く
な り ま
す︒こう
した場面
に出会う
と保護し
なくては
いけない
と︑焦っ
てしまい

☎⑥0410、FAX⑥0458、ホームページの「アカコッコからの手紙」で検索。

﹁不燃ごみ﹂は必ず種類別に分別を

不燃ごみを分別せずに同
じ袋で出しているものや︑
中身の入ったビンなどをそ
のまま出しているものが見
受けられます︒
不燃ごみは﹁缶類﹂﹁ビ
ン類﹂﹁無化物﹂﹁有害ご
み﹂﹁ペットボトル﹂の種
類別に分別して出してくだ

分別しないで出された「不燃ごみ」

いつもニコニコ我が家の
癒し系竜生くん。
お兄ちゃんと一緒に仲良
く大きく成長してね♪

三宅島火山ガス濃度情報サービス

詳細は本誌紙面を
ご覧ください

タマゴ式鳥絵塾 〜アカコッコを描いてみよう〜

W

「ふるさと東京」を
テーマにした本

参加費・定員

伊豆岬
展望台
実施日
イベント名

9:30〜11:00
三宅島の名前をもつ魚を探して 6月19日㈰
みよう（要申込）

ミヤケヘビギンポ観察会

実施場所

美しい歌声をもつ草原の絶滅危 6月5日㈰
惧種を観察しよう

時間

6:00〜10:00
※時間中
自由退出可

ウチヤマセンニュウ観察会

さこみちよ歌謡ショー

15

さい︒飲食料のビンについ
ては色ごとの分別︵無色・
茶色・その他の色︶にもご
協力ください︒
また︑ビン・缶・ペット
ボトルを洗浄せずに出して
いるものや中身が入ったま
ま出されているものが︑洗
浄して出されたものを汚し
てリサイクルの
妨げとなってい
ます︒
ビン・缶・ペ
ットボトルは洗
浄し︑ふたやラ
ベルをはずして
他のごみの混入
がないように出
してください︒
問い合わせは
地域整備課環境
整備係☎⑤０９
３８︒

「みまもって、野鳥の子育て」
のチラシ
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