絡事務所から︑火山活動の
状況についてもお話しいた
だきます︒ぜひ︑
﹁東京防災
ブック﹂をご持参の上︑ご
参加ください︒
問い合わせは東京都総務
局総合防災部防災管理課☎
５３８８ ２５４９ま
たは総務課防災危機管理係
☎⑤０９３５︒

第９回全国離島交流中学生野球大会

ベスト８に初進出

三宅島
チーム

０対 で破れましたが︑三
宅島中学生野球チームにと
って︑大きな一勝となりま
した︒

開会式で入場する三宅中の選手たち

東京防災学習セミナーを開催
平成 年度﹁東京防災学
習セミナー﹂を 月８日㈯
午後６時 分から８時 分
︵予定︶︑三宅村文化会館リ
スタ☆ホールにて開催しま
す︒昨年東京都から各戸配
布された︻東京防災︼を活
用しながら︑防災に関する
お話を伺います︒
また︑三宅島火山防災連

26

三宅村レクリエーションセンター

用＝１日当たり一般５００
円︑団体︵ 名以上︶１人
当たり４００円︑小学生以
下および 歳以上無料
※いずれも再入場可でセ
ンター利用料含む
▽貸靴＝１日１００円
︵再利用可︶

﹁敬老の集い﹂来場者の方へ

体験塾に参加した児童ら

利用方法が変わります

月１日㈯より三宅村レ
クリエーションセンターの
利用が次のとおり変更にな
ります︒
▽センターのみの利用＝
１日当たり２００円︵再入
場可︶
▽クライミング施設の利
の ご 来 場 に ご 協 力 く だ さ りにそれぞれ出発し︑各バ
ス停に停車します︒時刻表
い︒
また︑当日は無料バスを は各出張所・島内掲示板・
ＩＰ告知端末
でご確認いた
だくか︑左記
運行しますので︑ご利用く にお問い合わせください︒
問い合わせは村民生活課
ださい︒坪田地区の﹁企業
課前﹂バス停から右・左回 福祉係☎⑤０９０４︒

﹁国土交通大臣杯第９回
全国離島交流中学生野球大
会﹂︵離島甲子園︶が８月
日から 日まで︑島根県
隠岐の島町で
行われ︑今年
も三宅島中学
生野球チーム
が参加しまし
た︒
第１回戦
は︑鹿児島県
甑島︵こしき
じま︶と対戦
し︑９対２で
破り︑初のベ
スト８に進出
しました︒
第２回戦は
新潟県佐渡市
中学校選抜に

22

場やコカコーラ多摩工場を
見学したあと東京スカイツ
リーに登り︑下町を見学し
ました︒夜はインターコン
チネンタル東京ベイで食事
のマナー講座を受講しまし
た︒児童は真剣に講師の話

を聞き︑作法について教え
合っていました︒
３日目は︑東芝未来科学
館で最新の技術を体験した
あと︑劇団四季の﹁ライオ
ンキング﹂を観覧し︑芸術
に触れました︒その後︑夕
食を食べて定
期船で帰島し
ました︒
台風の影響
で定期船が朝
５時まで羽田
沖に停泊して
いたため︑島
に着いたのは
お昼ごろでし
たが︑参加者
は全員︑元気
に帰島しまし
た︒

19

月１日
か
ら

▽開館時間＝午前 時か
ら午後８時まで
▽休館日＝毎週木曜日と
し︑木曜日が国民の祝日に
あたるときはその翌日とし
ます︒
皆さまのご利用をお待ち
しております︒
問い合わせは三宅村レク
リエーションセンター☎⑧
５６８２または︑観光産業
課観光商工係☎⑤０９２
０︒

月５日㈯午前 時から
阿古体育館にて﹁敬老の集
い﹂を開催します︒
車で来場さ
れる方は︑係
員の指示に従
って︑旧阿古小中学校グラ
ウンドへ駐車してくださ
い︒なるべく乗り合わせで

45

三宅村島暮らし体験事業

10

多摩・島しょ子ども体験
塾は︑島しょに暮らす子ど
もたちが都会のさまざまな
情報や文化︑芸術に触れる
機会を設け︑団体行動を通
じて社会性や協調性を養う
とともに︑島の将来を担う
子どもたちの人材育成を目

的として今年も実施されま
した︒
参加者は三宅小４年生か
ら６年生までの 人とその
保護者１人で︑８月 日︑
三宅島を飛行機で出発しま
した︒初めて飛行機に乗っ
た児童もおり︑空からの景
色は良い経験になりまし
た︒
２日目は︑ロッテ狭山工

各戸に配布された
「東京防災ブック」

を検討されている方︵概ね
歳まで︶など
▽募集人数＝期間①と②
合わせて３人から６人程度
▽参加費＝無料
※往復交通費︑期間中の
食費︑島内移動用車両の燃
料費︵車両は村で用意︶は
自己負担
詳細は三宅村ホームペー
ジをご確認ください︒
問い合わせは企画財政課
地方創生推進担当☎⑤０９
８４︒

03

後８時︵最終日は午前 時
から午後１時︶
▽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
務課行政担当☎②１３１１︒

17

10

移住検討者の参加を募集

30

多摩・島しょ子ども体験塾
三宅小
人が参加
児 童

30
三宅
支庁

業﹂の今年度第２回目の参
加者を募集中です︒
▽期間＝① 月 日㈬か
ら 日㈰② 月 日㈬から
日㈬※ 日夜︑竹芝桟橋
発の定期船に乗船︒
▽対象＝三宅島への移住

10

10 30

16

28

14

15

11

16

17

11

新宿にお出かけの際は︑
三宅支庁は︑管内の三宅
島・御蔵島の魅力をＰＲす ぜひ足をお運びください︒
るため︑新宿区でパネル展
新宿区で島の
を開催します︒
会場では︑三宅島の火山
パネル展開催
が作り出した美しい光景な
どの写真パネルをご覧いた
▽日時＝９月 日㈮から
だけます︒
月 日㈮午前 時から午
10

10

65

11

16

20

23

☎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

10

11

三宅島への移住を検討し
ている方が︑島内に短期間
滞在し︑さまざまな仕事や
島民との交流などの体験を
することで島暮らしへの不
安を解消し︑移住に繋げる
﹁三宅村島暮らし体験事

島暮らし体験募集チラシ

17

44
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10月号

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）

2016.10.1（平成28年）

2,603人 （＋２人）
1,693世帯（−2世帯）
平成28年９月１日現在
※カッコ内は前月１日比

東京島しょ部を対象に

電話で無料法律相談
︻予約から相談当日まで︼
①予約＝相談希望日の前
日午後３時までに法律相談
センター☎
３５９２
１８５５へ電話予約︵平日
午前９時 分から午後５時
分まで︶︒
②予約受付後＝ＦＡＸで
送付される申込用紙に所定
の事項を記入し︑相談日の
２日前までに法律相談セン
ター︵ＦＡＸ
３５８１
３３３７︶へＦＡＸで返
送︒その際︑相談事項に関
する書類︵登記簿謄本や戸

籍謄本︑契約書︑相手方と
やりとりした手紙など︶が
あれば合わせて送付︒
③相談当日＝予約した日
時に相談受付電話☎
３
５８１ ２４０７へ電話を
して担当弁護士に相談︒
問い合わせは第二東京弁
護士会法律相談課☎
３
５９２ １８５５︒

電話で無料の
島しょ法律相談

の古い柔道連盟︑剣道連盟︑
新しく加盟したクライミン
グ連盟やバドミントン連盟
など︑小学生から中高年ま

の減少と高齢化が悩みの種
になっていますが︑都内の
大会に参加している競技団
体もあり︑レベルの向上が

東京都では島しょに住む
方を対象に︑電話で弁護士
に法律相談できる﹁島しょ
法律相談﹂を無料で実施し
ています︒他の方の相談が
長引く場合もあり︑事前に
予約されると確実です︒
▽相談日時＝月︑水︑金
曜日の午後１時から４時
▽事前予約＝月曜日から
金曜日の午前９時から午後
５時
※いずれも祝日・年末年
始を除く︒
相談・予約・問い合わせ
は東京都生活文化局都民の
声課☎
５３８８ ２２
４５︒

みんなの
コ ラ ム

山本 政信

スポーツ振興と健康増進
三宅島体育協会 会長

月 日㈪から 日㈰の どうぞお気軽にご利用くだ
行政相談週間は︑国民の皆 さい︒
▽日時＝ 月 日㈫午前
さんに行政相談︵委員︶制
度について周知し︑この制
度を利用していただくため 行政相談週間
に設けられています︒
月 日㈪ から 日㈰
総務省東京行政評価事務
時から午後４時
所では﹁一日合同行政相談
▽場所＝新宿駅西口広場
所﹂を開設し︑行政全般な
どについての苦情や要望な イベントコーナー
▽相談内容＝年金︑保
どの相談を受け付けます︒
10

10

18

地震
情報

三宅島において気象庁が
発表する地震情報で使用す
る震度観測点は３箇所で
す︒
﹁三宅村神着﹂＝神着地
区にある特別地域気象観測
所︵旧三宅島測候所︶に気
象観測器と共に設置してい
ます︒
﹁三宅村阿古﹂︵ 月
日運用開始︶＝阿古地区に
ある旧阿古小学校敷地内に
設置してある国立研究開発
法人防災科学技術研究所の
地震観測点になります︒阿
古地区で使用してきた﹁三

宅村役場臨時庁舎﹂は︑平
成 年︵２０００年︶の噴
火対策として三宅島空港に
設置︑その後三宅村役場臨
時庁舎内に移設し運用を続
けてきましたが︑隣接する
﹁三宅村阿古﹂に役目を譲
り︑ 月 日で観測︵情報
発表︶を終了します︒
﹁三宅村坪田﹂＝坪田地
区にある三宅村坪田福祉会
館︵旧坪田小学校︶敷地内

震度観測点について

気象庁三宅島火山防災連絡事務所

23

三宅村阿古

島しょ

険︑国税︑登記︑道路︑郵
便︑マンション管理など
また︑﹁行政苦情１１０
番﹂︵☎０５７０ ０９０
﹁アシタバのモザイク症状﹂
１１０︑ＦＡＸ
５３３
伊豆諸島各地で︑アシタ れます︒アシタバのウイル
１ １７６１︶でも相談を
受け付けていますので︑こ バの葉に現れるモザイク症 スはアブラムシが媒介する
状の発生拡大が懸念されて と分かっており︑アブラム
ちらもご利用ください︒
問い合わせは総務省東京 います︒２年程前にも取り シが発生しやすい春先と９
行政評価事務所☎
５３ 上げましたが︑最近当セン 月から 月は特に注意が必
ターへの問い合わせが続い 要です︒もし︑モザイク症
３１ １７５２︒
ていますので︑もう一度お 状が発生した場合には︑ま
に設置しています︒平成
ん延を防ぐためにも早めに
知らせします︒
年まで村営牧場で運用して
モザイク症状とは︑葉に 株ごと引き抜いて処分する
いた観測点︵火山ガスの影 濃淡の不規則な模様が生じ ことが重要です︒
響により運用休止︶を移設 たり︑萎縮する症状のこと
モザイク症状の写真は︑
し︑本年７月より運用を再 です︒この症状はウイルス 三宅島農業振興会にありま
開しています︒
感 染 が 原 因 で 発 生 し ま す す︒畑で怪しい株を発見さ
これら３観測点のうち一 が︑いったん感染すると株 れた際には︑当センター☎
つでも﹁震度３以上﹂が観 全体にウイルスが広がるた ⑥１４１４への連絡もお願
測 さ れ た 場 合 に は ﹁ 三 宅 め︑新葉に次々と症状が現 いします︒
島﹂として震度速報が発表
されます︒最新の地震情報
る介護福祉士の受験資格に
介護
実務者研修を実施
職員
をご利用ください︒
必要です︒介護資格のない
問い合わせは火山防災連
三宅島社会福祉協議会で 方も受講できます︒
絡事務所☎⑤０９８０︑受 は︑介護福祉サービスの質
▽申込期間＝ 月３日㈪
付時間は平日午前８時 分 の向上と福祉人材の育成を から 月 日㈬
から午後５時 分︒
受講の申し込みと問い合
目的とした介護職員の﹁実
務者研修﹂を実施します︒ わせは三宅島社協︵担当
この研修は国家資格であ 斉藤︶☎⑤７０５１︒

総合センター通信

水 農
産 林

東京都島嶼町村一部事務 ４月２日から平成５年４月
組 合 で は 職 員 を 募 集 し ま １日までに生まれた方▽試
す︒職種は事務職と技術職 験日＝一次︵書類選考︶︑二
次︵面接︶ 月 日㈰島嶼
です︒
︻事務職︼▽採用人数＝ 会館２階で実施︒
募集案内は同組合総務課
若干名▽受験資格＝昭和
および各島島嶼
年４月２日から
平成 年４月１ 島嶼町村一部事務組合 町村総務課窓口
日までに生まれ
職員を募集 で 月３日から
日まで配布し
た方▽試験日と
ます︵土・日・祝を除く︶︒申
試験会場＝一次︵筆記︶
込期限は 月 日㈪︵必着︑
月 日㈰︑二次︵面接︶
月４日㈰︑一次・二次とも 持参︶です︒
問い合わせは同組合☎
に島嶼会館２階で実施︒
︻技術職︼▽採用人数＝
３４３２ ４９６１︵担
１名▽受験資格＝昭和 年 当 美舟︑鈴木︵孝︶︶まで ︒

10

20

17

週に一度でも身体を動か
し︑汗を流して︑健康を維
持することが︑島民全体の
スポーツ振興につながると
考えています︒
４年後には︑東京でオリ
ンピック・パラリンピック
が開催されます︒いわば︑
私たちの地元開催です︒こ
れからの４年間何らかの形
で盛り上げる体制を作って
いきたいと思っていますの
で︑皆さまのご協力をお願
いいたします︒

03

03

03

期待されています︒毎日︑
それぞれの競技団体が島内
のどこかで活動していま
す︒遠慮せずに参加してみ
てください︒

10

11

15

で︑初心者から経験者を含
んだ︑幅広い年齢層の人た
ちが競技技術の向上と体力
増進に取り組んでいます︒
どの競技連盟も競技人口

22

30

三宅島の震度観測点（国土地理院発行の地理院地図
（1/25000）に加筆）

第二東京弁護士会法律相
談センター︵以下︑法律相
談センター︶では︑東京都
島しょ部の方を対象とした
電話による無料法律相談を
実施します︒この機会にぜ
ひご利用ください︒
相談は１件あたり 分程
度︑完全予約制ですので事
前予約をお願いします︒
▽実施日時＝ 月 日︑
月 日︑ 月 日︑１月
日︑２月 日︑３月 日
の各金曜日︑いずれも午前
時から正午まで

帰島後︑平成 年の体育
協会再出発から︑副会長と
して関わっていましたが︑
昨年会長に就任しました︒
現在︑三宅島体育協会は
９つの競技連盟を中心とし
て︑島内のスポーツイベン
トに関わっています︒歴史

13

都生文局

10

︻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︒

03

11

31

10

31

03

03

03

03

15

三宅村坪田

30

10

57

12 11

47

10

９日

17

13

24

23

10

20

28

25日

10

10

15

30日
９月３日

８日

25

月は後期高齢者医療保険料︑
保育料︑
村都民税

21

12

三宅村神着

16 10

８月12日
18日

西岡真一郎小金井市長来島対応
平成28年度東京都砂防協会通
常総会出席
平成28年度東京都町村長会議、
東京都島嶼町村一部事務組合
関係意見交換会出席
小金井市商工会青年部来庁対応
絵島第276回忌法要及び高遠
城下まつり出席
平成28年度第２回全国簡易水
道協議会理事会並びに第１回
事務局長会議（政府予算対策
合同会議）出席
平成28年度地方交付税検査員
来庁対応
東京電力ホールディングス株式
会社三宅島事務所長来庁対応
７日

27 11

10

村長室だより
10

20

平成28年８月11日から平成28年９月10日まで

24 12

(2)
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の納付月︒ 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

災

今回は︑﹁情報の集約﹂
についてです︒災害時に
は︑患者さんの医療情報を
習得する事が難しい状況と
なります︒
通常︑搬送先や受診医療
機関は︑かかりつけの医療
機関ではない事が多く︑病
状によっては本人自身で説
明できなかったり︑家族が
今までの当人の医療機関受
診内容を把握していない事
も多く︑医療情報が乏しい
状況で医療が行われます︒
医療行為を的確に︑かつス
ピーディーに行うために
は︑今までの医療情報はと
ても貴重な情報となりま
す︒
三宅島の場合には︑中央
診療所が唯一の医療機関だ
からこそ情報を集約するこ
とができます︒診療所で

和田

陽之介

広報からのお知らせ

は︑他の医療機関からの情
報や診療情報提供書︑健診
の結果など︑患者さまから
頂いた情報をカルテ内に保
存しております︒これが︑
災害時の集約された医療情
報となります︒住民健診や
各事業者での検診結果︑内
地医療機関での検査結果の
コピーなどカルテ内に保管
し︑有事に備えて情報を集
約していきますので︑受診
される際にはぜひご持参く
ださい︒
また︑日ごろ中央診療所
で受診されていらっしゃら
ない方も︑健診結果や他の
医療機関の情報をご自身で
まとめておき︑いざという
時に携帯するということが
有用である事が多いので︑
ご自身の医療情報の集約を
おすすめいたします︒

中央診療所長

害対策への取り組み ③

時間自動音声案内☎０４９９４⑥０８１３︒

12

新火葬場の建設予定地

国民年金

24

期間は︑納付すべき保険料
が納付されていなければ追
納はできません②﹁法定免
除・申請免除期間﹂が﹁納
付猶予・学生納付特例期
間﹂より先に経過した月分
である場合は︑どちらか
を優先して納めるか本人
が選択できます︒
追納の申し込みを希望
される方︑または年金につ
いてのご相談は︑港年金事
務所☎
５４０１ ３２
１１または村民生活課保健
係☎⑤０９０２︒

10

10

10

﹁スミズリ﹂に決定
利用を考え︑都道からアク
セスできる範囲であること
③塩害の被害が少なく︑想
定される津波などの災害を
受けない地域であること④
比較的平地でほとんど造成
する必要がないこと⑤自然
公園法第３種特別地域であ
り︑許認可が比較的容易な
こと⑥財政負担が少ないこ

12

16

平成 年
供用開始

三宅村では新たな火葬場
の建設予定地として︑火葬
場整備検討委員会より昨年
複数提示された建設候補地
から︑伊ヶ谷地区と阿古地
区の間に位置するスミズリ
に決定しました︒
決定した理由は︑①集落
また集落近隣区域ではない
こと②自動車・大型バスの

10

都児童相談センター
秋の巡回相談を実施

のぼって納めることができ
と︒
国民年金保険料の免除期
ます︒ただし︑免除などの
また︑７月 日に伊ヶ谷
間・納付猶予期間がある方
承認を受けた期間の翌年度
地区を対象に住民説明会を
へ
から起算して３年度目以降
開催し︑選定した理由およ
全額免除・一部免除・法定 の追納の場合︑当時の保険
び施設規模などを説明しま
免除︑納付猶予︑学生納付特 料額に一定の加算額が上乗
した︒
今後のスケジュールは平 例の承認を受けた期間が みんなの
成 年度に測量・地盤調査 ある場合︑保険料を全額
および実施設計など︑平成 納めた方と比べ︑ 歳か
年度から平成 年度に建 ら受け取れる年金の受け
設工事を行い平成 年度供 取り額が少なくなります︒ せされます︒
追納は︑古い月のものか
将来受け取る年金を増額
用開始を予定しています︒
問い合わせは企画財政課 するために︑免除などこれ ら納付することとなります
企画情報係☎⑤０９８４︒ らの期間の保険料について が︑次の点に注意してくだ
は︑ 年以内であればさか さい︒①一部免除を受けた
▽相談方法 原則家庭訪
=
問︵他の場所での相談をご
こども心理発達
希望される場合は指定の場
相談のお知らせ
所で対応︶
こどもの心理発達相談を
▽申込方法＝ 月 日㈮
までに電話で申し込んでく 行います︒お子さんの発育・
発達で心配なことがありま
ださい︒
申し込みの際︑次の内容
を確認します︒①相談者氏
インフルエンザ予防接種
名・住所・電話番号②お子
一般・小児を
さまの氏名・生年月日③相
対象に実施
談内容④訪問希望日時
中央診療所では︑今年度
申し込みと問い合わせは
村民生活課福祉係☎⑤０９ も 一 般 と 小 児 の 方 を 対 象
０４︒

【問い合わせ】
新中央航空㈱三宅島空港
☎04994‑6‑0006

東京都児童相談センター
から児童福祉司と児童心理
司が来島します︒お子さま
に関してお困りのことがあ
る方はぜひこの機会にご相
談ください︒
▽開催予定日＝ 月 日
㈭︑ 日㈮
▽相談内容＝教育上のこ
と︑しつけや性格・行動の
こと︑成長や発達︑非行︑
里親についてなど

77.2％

miyake03@miyakemura.com

搭乗率

就航率

11

耳鼻咽喉科の専門診療を
実施します︒受付は︑診療
当日に行います︒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＝
月 日㈪午前・午
後︑ 月１日㈫午
前のみ※詳細はＩ
Ｐ告知端末をご覧ください︒
問い合わせは中央診療所
☎②００１６︒

◎イベントなどの情報提
供は︑毎月 日ごろまでに
メールまたはＦＡＸで内容
と連絡先を送付してくださ
い︒
問い合わせは企画財政課
企画情報係☎⑤０９８４︑
ＦＡＸ⑤０９３２︑

航空機の運航状況

10

11月３日(木･祝) 9:00
11月６日㈰
〜
12:00
12月４日㈰

11

会場

時間

実施日

10

86.4％

三宅
⇒調布

47.5％

調布
⇒三宅

14:00
〜
17:00

11月10日㈭
12月１日㈭
12月８日㈭

40

します︒
村民の皆さんも身近な工
夫で︑家庭でのフードロス
︵食品の廃棄︶を減らす取
り組みを実践しましょう︒
︻家庭でのフードロスを
減らす工夫︼
▽食材を﹁買い過ぎず﹂
﹁使い切る﹂﹁食べ切る﹂
＝買い物前に︑冷蔵庫や戸
棚などにある食材の在庫確
認も忘れずにしましょう︒
▽買い物時は手前に陳列
されているものから選びま
しょう＝正しく保存し︑消
費期限内に食べ切るなら品
質に変わりはありません︒
問い合わせは地域整備課
環境整備係☎⑤０９３８︒

（H28.8.1〜8.31）

03

相談員が相談に応じます︒
したらご相談ください︒
▽対象者＝１歳６カ月健
例えば︑﹁言葉が遅い﹂
﹁病院や歯医者を怖がる﹂ 診終了者から就学前までの
﹁思い通りにならないと激 お子さんとその保護者
▽実施日時＝ 月 日㈬
しく泣いたり︑怒って手が
かかる﹂など︒専門の心理 ①午前９時②午前 時︵
分程度︶
▽場所＝阿古福祉会館
に︑インフルエンザ予防接
▽申し込み期間＝ 月５
種を実施します︒希望する
方は対象者などの詳細を別 日㈬まで
※申し込み多数の場合は
表でご確認の上︑電話で事
前にお申し込みください︒ 次回の 月に調整させてい
なお︑三宅村に住民登録 ただくこともあります︒
問い合わせと申込は村民
のある小児の方は︑中央診
療所で接種した場合に限り 生活課保健係⑤０９０２︒
費用が助成されます︒
▽申込日時＝ 月 日㈫
月 日世界食糧デー
から 月２日㈬の午後２時
家庭のフードロス
から５時︵土・日・祝日を
を減らしましょう
除く︶
問い合わせと申し込みは
全世界では︑９人に１人
中央診療所☎②０６０１︒ が飢餓に苦しんでいる一方
で︑作られる食料の３分の
中央診療所
１が捨てられています︵国
連食糧農業機関︵ＦＡＯ︶
の報告による︶︒
日本でも︑年間約６３２
万㌧のまだ食べられる食品
が廃棄されており︑これは
１３００万人すべての都民
が１年間に食べる量に相当
※対象年齢は接種を受ける時点での年齢。

65

1,200円(1回目)
1,100円(2回目)
2回
三宅村に住民登録のある小児
（6ヶ月以上13歳未満）

3,200円

10

費 用

対象者
接種回数
一般（65歳未満。ただし60歳以
上65歳未満で心臓・じん臓・呼吸
1回
器に機能障害がある方、または
ヒト免疫不全ウイルスによる免
疫に機能障害がある方を除く）

31

28

20

問い合わせ先

実施日・時間・会場

表２

対象者・回数・費用
表１

11

30

10

・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。

10

10

28

31

18

任意予防接種 (14:20〜14:30)
定期予防接種
ＢＣＧ
(14:20〜14:30)
(14:30〜14:40)
27日㈭ Ｂ型肺炎
小児用肺炎球菌、ヒブワクチン同時接種
(14:40〜14:50)
水痘
(14:50〜15:00) 【中央診療所】

29

◆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

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

11

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

14日㈮

【伊豆避難施設】

11日㈫ 乳幼児健康診査

31

13日㈭ 特設登記所開設(9:00〜12:00) 【役場臨時庁舎】

耳鼻咽喉科専門
診療を実施します

10月の生活カレンダー

17
後期高齢者医療保険料（第４期）、保育料（10月
分）、村都民税（第３期）の納期限

31日㈪
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未就学児の「ちびっこレース」

月の小・中学校予定
14

︻芥川賞受賞作︼

村田沙耶香著

文藝春秋

か

き っ

み や ざ き

﹃コンビニ人間﹄

７月に発表された第１５
５回芥川賞の受賞作です︒
この他︑候補作も配架し
ています︒図書館には︑一
万冊を超える本が皆さんを
待っています︒
三宅村図書館☎⑤１４５
３︑開館午前 時〜午後５
時︑水曜日休館︒

ディスカバー

三宅島

者ではない素人だからこそ
見えてくるものがあるとい
う考え方を基に︑
﹁学際性﹂
というキーワードを大切に
して︑学術的な分野の壁に
横串を刺していくトコロジ
スト活動を中心に︑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﹂を進めて行きます︒
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︒

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。

分野の壁に横串を刺す

墓碑の確認調査

宮崎 橘花 ちゃん

誕生日：平成27年
11月25日（阿古）

メッセージ

一つめのテーマは︑古文
書に記されている三宅島の
噴火の記録を読み解いてい
くもので︑火山学の研究者
からも注目されています︒
これまで︑三宅島で長年調
査研究を進めていた火山学
者と歴史学者とが﹁分野の
壁﹂を越えて交流するきっ
かけとなりました︒
また︑二つめのテーマ
は︑元禄時代の古文書に︑
流人として三宅島に流さ
れ︑その後病死したと記さ
れている元代官の伊奈兵衛
門についてです︒
今回︑古文書講座の講師
として来島された加藤貴先
生と西脇康先生によって︑
その他の資料とも内容が一
致する墓碑が神着地区に現
存していることが確認され
ました︒この墓碑の存在に
ついても︑トコロジスト活
動の調査が大きく貢献して
います︒
これからも︑学者や研究

【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/

E

みんなで取り合い、我が
家のアイドル橘花ちゃん。
お姉ちゃん、お兄ちゃん
に囲まれわいわい楽しく、
仲良くすくすく大きくな
〜れ！

三宅島火山ガス濃度情報サービス

N

10

W

S

三宅島郷土資料館では︑
収蔵してある古文書の調査
研究を進めるとともに︑そ
の調査研究の成果を活用し
て︑
﹃古文書講座﹄を開催し
ています︒第６回の古文書
講座は︑﹁古文書からみた江
戸時代の三宅島﹂﹁三宅島
流罪・病死の元代官伊奈兵
衛門﹂をテーマとして９月
日に開催されました︒
17

会
新着本の紹介
︻中学校︼
１日㈯＝ 小中合同運動会
﹃ゆめのはいたつにん﹄
３日㈪＝振替休業日
教来石小織著 センジュ出版
６日㈭＝地域清掃
７日㈮＝進路説明会︵中３︶
日㈭＝薬物乱用防止教室
日㈭〜 日㈮
＝中間考査
日㈯〜 日㈰
＝第 回東京都島し
著者は︑カンボジアで子
ょＰＴＡ連絡協議
会合同研修会三宅 供たちのために︑映画の上
島・御蔵島地区大 映活動を続けています︒
８月に︑三宅島の子供た
会
ちにも映画を広めようと︑
日㈪〜 月４日㈮
三宅村文化会館で︑映画
＝学校公開
問い合わせは三宅村教育 ﹁ハルのふえ﹂を上映した
団体の代表者です︒
委員会☎⑤０９５２︒

要相談

今月のイベントの実施はありません。アカコッコ館では展示見学以外にも上記の楽しみを
用意しています。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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23

82
︻小学校︼
１日㈯＝ 小中合同運動会
３日㈪＝振替休業日
日㈯＝学校公開
日㈯〜 日㈰
＝校内作品展
日㈯〜 日㈰
＝第 回東京都島し
ょＰＴＡ連絡協議
会合同研修会三宅
島・御蔵島地区大

枝先に止まる「モズ」
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30

23

29

31
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22 22

鳥ながら鋭いカギ状
三宅島自然だより
のくちばしを持ち︑
﹁小さい秋︑モズ
バッタやトカゲ︑時
を見つけよう﹂
にはメジロなども狩
って食べてしまう猛
禽類︵もうきんるい・
タカの仲間︶のよう
な暮らしぶりです︒
秋冬は単独で過ご
すため︑自分の狩場
を守るために大きな
声で自分の存在を主
張するのです︒彼ら
のもたらす小さな秋
をぜひ耳と目で見つ
けてみてください︒

開館時は
いつでも

スライド
上映と解説
アカコッコ館情報

三宅島自然
ビデオ上映

学学生ボランティアセンタ
ボランティア団体
ーの学生ら 人が来島し︑
が雄山で植林活動
植林活動を行いました︒
９月３︑ 日に
各団体は雄山中腹への植
９月３日に特定非営利活 林や造林地の下草刈りなど
動法人﹁エコロジー・カフ を行い︑合わせて島内観光
ェ﹂の 人︑ 日に東洋大 も楽しみました︒
月以降は
﹁特定非営利活
動法人地球緑化
センター﹂﹁公
益社団法人日本
山岳会高尾の森
づくりの会﹂
﹁特定非営利活
動法人園芸アグ
リセンター﹂な
どが植林活動を
行う予定です︒
問い合わせは
観光産業課農林
水産係☎⑤０９
９２︒
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55

﹁呼んでいる口
笛モズの声﹂︒童
謡﹁小さい秋みつ
けた﹂にも歌われ
るモズ︒よく知ら
れた鳥の名前です
が︑姿を見たこと
はありますか？秋の歌に登
場するように︑この季節は
モズの姿が目立ちます︒人
家や草地の近くで﹁ギチギ
チギ⁝ギョン︑ギョン﹂と
大きな声がしま
す︒見渡すと電
柱や杭の上にき
っとこの鳥が見
つかります︒ア
カコッコより少
し小さめの茶色
い鳥で︑長い尾
をクルクル回す
ように振ってい
ます︒モズは小

双眼鏡の
貸出

13

13

植林ボランティアのメンバー

10

27

チーム１４０人が参加しま
お楽しみ運動会開催
した︒
子供から大人まで
雨天により︑三宅高等学
スポーツを楽しむ
校
体
育
館
での開催となりま
﹁段ボールレース﹂
９月 日︑第２回三宅村 したが︑
スポーツイベント﹁お楽し ﹁体じゃんけん﹂﹁雑巾が
けリレー﹂の３種目を︑各
み運動会﹂が開催され︑
チームが団結して
競い︑優勝を目指
しました︒
また︑未就学児
を対象とした﹁ち
びっこレース﹂で
は︑子どもたちが
参加賞のお菓子を
手に満面の笑みを
浮かべていまし
た︒
子供から大人ま
で幅広い年齢層が
一堂に会し︑スポ
ーツの秋を楽しみ
ました︒

内 容
対象・参加費
申 込
鳥以外にも森や風景を違った視点で楽し 小学生以上・
不要
めます。島のどこへ行って使ってもOK。 無料（入館料が ※ただし数に
限りあり。
海でウミガメを探すのもおすすめ。
別途必要）
2000年の噴火の記録や野鳥、魚、森な どなたでも・
どテーマ別のビデオ（10〜30分）をご 無料（入館料が
不要
覧いただけます。
別途必要）
ご希望のテーマに応じたスライド上映 団体（15名以上）
・
とレンジャーによる解説。10〜60分程 無料（入館料が別
必要
度。実施日や内容をご相談ください。
途必要）
サービス名 実施日
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