.560

11月号

27

予定しています︒詳しくは
戸別配布する案内をご覧く
ださい︒なお︑レース開催
に伴い村道および林道の一
部が時間により通行止めと
なります︒ご迷惑をお掛け
しますが︑ご協力よろしく
お願いします︒
問い合わせは観光産業課
観光商工係☎⑤０９２０ま
たは三宅島スポーツ振興会
☎⑧５６８１︒

10

男女

大会説明を聞く参加者ら

21

用ください︒︶
▽坪田地区＝ 月 日㈮
午後６時から三宅村文化会
館
▽阿古地区＝ 月 日㈯
午後６時からここぽーと２
階﹁三宅村交流センター﹂
問い合わせは総務課庶務
係☎⑤０９８１︒

住民懇談会を開催します
平成 年度の住民懇談会
を次のとおり開催します︒
住民懇談会は皆さんのご意
見・ご要望などを村政に反
映させる機会ですので︑ぜ
ひご参加ください︒
▽三宅地区＝ 月 日㈭
午後６時から伊豆避難施設
︵駐車場は︑三宅中学校グ
ラウンド前の駐車場をご利

月 日㈯

第 回三宅島
産業祭を開催
月 日㈯三宅村阿古体
育館︑三宅島郷土資料館お
よび三宅村役場臨時庁舎駐
車場内にて﹁第 回三宅島
産業祭﹂を開催します︒農

人がエントリー

21

10

17

16

佐藤竜馬 さんの講評

産物の展示・品評会︑料理 の詰め放題︑お子さまに人
コンテスト︑島の味紹介な 気のフワフワがあります︒
ど皆さまに三宅島の特産品
農産物の展示・品評会に
や農林水産業︑商工業を広 ついては︑参加の申し込み
く知ってもらうための催し を受付していますので︑皆
物を行います︒
さんの参加をお待ちしてい
また︑当日には東京都提 ます︒
供の緑化用の苗木︑玉ねぎ
問い合わせは第 回三宅
や花の苗の無料配布︑野菜 島産業祭実行委員会事務局
☎⑤０９９２︒
結果は次の通り︒
▽初級＝︻優勝︼青山恋
小金井なかよし市民まつり
乃実︑︻準優勝︼大宜味詩
友好セレモニーで
野︑︻第３位︼笹本かほる
理解と絆を深める
▽中級＝︻優勝︼小川広
樹︑︻準優勝︼田代孝信︑
第 回小金井なかよし市
︻第３位︼松下裕美
民まつりが 月 日︑ 日
▽上級＝︻優勝︼西田圭 に小金井公園で開催され︑
志︑︻準優勝︼菊地直彦︑ 今年も小金井三宅島友好協
︻第３位︼岡崎俊作
会の方々に三宅島の物産を
▽ＭＶＰ＝筑波大樹
販売していただきました︒
初日の開会式には櫻田村
長と谷議長︑島村教育長が

44

能性を引き出せるギリギリ
のラインを探り続けまし
た︒それは僕たちにとって
も一つの挑戦でした︒
そして︑選手の皆さんは
僕らの期待をはるかに上回
ったパフォーマンスを魅せ
てくれました︒皆さんの姿
にきっと僕が一番興奮し︑

百歳をお祝い
島澤キヨノ さん

９月 日︑今年度百歳を
迎えた島澤キヨノさんを訪
問してお祝いしました︒
櫻田村長から村の祝状と
記念品を︑また渡邊支庁長
から国と都の祝状と記念品
を受け取り︑ご自身の長寿
を喜ばれていました︒
問い合わせは村民生活課
福祉係☎⑤０９０４︒

祝状を受け取る百歳の島澤さん

出席しました︒２日目に行
われた小金井三宅島友好協
会セレモニーには櫻田村長
や三宅島友好交流協会の平
松副会長らが出席し︑ 年
にわたる交流の歴史を振り
返り︑お互いの理解と友好
の絆を深めました︒その後
は阿古青年団が迫力ある獅
子舞を披露し︑会場を沸か
せました︒

18

ＷＥＲＩＤＥ三宅島エンデューロレース

16 94

25

雄山コースで開催
特設

19

11

日㈯

巨樹の幹周りを測る佐久間さん

26

月
１５０分間展開します︒
会場までの無料送迎バス
も運行しますので︑皆さん
お誘い合わせの上︑ぜひご
観戦ください︒また︑会場
では三宅村商工会女性部に
よる温かい味噌汁の提供も

16

27

10

29

11

僕たちが今大会をセット
させていただくにあたり︑
まず一つのテーマを決めま
した︒それは﹃新しい可能
性の提示﹄です︒三宅島の
クライマーの参加選手の方
たちのレベルなどが全くわ
からないという状況の中で
時長と２人︑選手のパフォ
ーマンスの限界︑そして可

楽しんでいたと思います︒
今回この大会にセッター
として参加させていただ
き︑自分の新たな可能性を
見出す事ができました︒こ
れからも皆さんと共に三宅
島のクライミングの可能性
を探り続けられればと思い
ます︒

38

24

19

今年で７回目を迎える
﹁ＷＥＲＩＤＥ三宅島エン
デューロレース﹂を︑ 月
日㈯に雄山特設コースに
て開催します︒午前 時に
スタートし︑約１００台の
バイクが迫力あるレースを
島し︑フラッグ歓迎セレモ
ニーが行われます︒オリン
東京２０２０オリンピック・パラリンピック
ピック・パラリンピックフ
ラッグツアー開催
月 日㈯ フ
ラッグについては︑ 月
セ レ モ ニ ー
日㈮まで展示を行います︒
詳細については︑後日Ｉ
アーセレモニーを開催いた
します︒セレモニーでは︑ Ｐ告知端末などでお知らせ
東 京 ２ ０ ２ ０ オ リ ン ピ ッ いたします︒
問い合わせは企画財政課
ク・パラリンピックフラッ
グツアーアンバサダーが来 企画情報係☎⑤０９８４︒

三宅島巨樹数日本一に

11

11

11

17

12

東京２０２０オリンピッ
ク・パラリンピックフラッ
グが東京都内 区市町村を
巡回しています︒三宅村で
は 月 日㈯にフラッグツ
12

がありがたい︑私は計測を て い る 巨 木 の 根 を 踏 ま な
しただけで︑応援してくれ い︑木を触らないなど調査
幹 周 り
る皆さんがいるから調査を のためのご協力をお願いし
スダジイも全国１位
・ ㍍
頑張れる﹂と語りました︒ ます︒
株式会社伊豆緑産が調査 野豊氏が来島して計測した
問い合わせは株式会社伊
噴火や火山ガスの影響で
している三宅島の巨樹の数 ﹁御焼︵みやけ︶の黄泉の椎﹂ 傷つき︑痛々しい姿で生き 豆緑産☎⑥１５１０︒
が日本一となり︑ 月１日 の幹周りは︑最大 ・ ㍍
に行われた全国巨樹・巨木 となりスダジイの中で全国
三宅島ボルダリング大会開催
林の会主催の﹁第 回巨木 １位となりました︒株立ち
を語ろう全国フォーラム﹂ ３本から成る﹁天空の見晴
らし椎﹂は主幹が ・ ㍍
で同社が発表しました︒
月２日︑三宅村レクリ 宅島クライミング連盟主催
同会の理事で樹木医の染 で全国２位となるなど 年
ぶりの更新となりました︒ エーションセンターで︑三 の﹁平成 年度三宅島ボル
同社によると︑休日に調
ダリング大会﹂が開催され
査をしていた佐久間さんか
ました︒当日のエントリー
ら三宅島の巨樹が日本一に
数は 人︑クラス別内訳は︑
なるかもしれない︑調査に
初級の部 人︵男性５人︑女
はさらに時間がかかると聞
性７人︶︑中級の部５人︵男
き︑会社として調査を支援
性４人︑女性１人︶︑上級の
することになったそうです︒
部４人︵男性４人︶でした︒
佐久間さんは︑﹁広報みや
本大会のルートセットおよ
けを見て皆さんから巨木の
び審判は佐藤竜馬さんと時
情報を提供してもらえるの
長武史さんでした︒大会の

獅子舞を披露する阿古青年団
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28
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28
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11

11

11

11
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☎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

（外国人含む）

2016.11.1（平成28年）

2,591人 （−12人）
1,680世帯（−13世帯）
平成28年10月１日現在
※カッコ内は前月１日比

三宅村保小中高合同音楽会

日㈰に開催します

区︶を特別公開します︒
﹁薬師堂﹂では江戸時代
に八丈島流罪となった仏師
菊池民部の作﹃木造薬師如
来坐像﹄が公開されます︒
堂々としたビャクシンを
前にした﹁三宅島役所﹂は
江戸時代に島の神官と地役
人を兼任した壬生氏の役宅
です︒かやぶき屋根の建物
内では︑神事や祭事などで
使用する木造楽面や銅製鍍

20

11

月
健康づくり調理師研修会

島しょ保健所三宅出張所 ら午後３時 分︵１日のみ
では︑飲食店・宿泊施設な の参加も可能です︶
▽場所＝島しょ保健所三
どで調理に従事している
方︑栄養・食事づくりに関 宅出張所栄養室
▽講師＝１日目は保健所
心のある方などを対象に︑
健康づくり調理師研修会を 食品衛生担当・三宅支庁産
開催します︒
三宅島の食
材を使ったレ
島の食材を使った料理
シピの紹介な
ど健康な食事のとり方を学 業課職員︑２日目は江川正
ぶことができる︑２日間の 雄氏︵新宿調理師専門学校
講師︶
︑三宅島観光協会宿泊
研修会です︒
部︵飯倉氏・田中氏︶
▽日時＝１日目は 月
日㈫︑２日目は 月 日㈫︑ ▽内容＝三宅島の食材を
両日ともに午後１時 分か 使ったレシピと健康的な食
東京文化財ウィーク

島の文化財を特別
公開
月５日㈯
東京文化財ウィーク︵東
京都教育委員会主催︶は文
化財をより多くの方に身近
に感じていただくために行
われています︒今年も三宅
島内にある東京都指定文化
財﹁薬師堂﹂︵伊豆地区︶
と﹁三宅島役所﹂︵神着地
りを聞いて心身ともにリフ
レッシュ︒滞在中の皆さま
の温かいおもてなしも加わ
り︑より一層﹁三宅島﹂に
惹かれていきました︒
その後︑ご縁をいただき

一人ひとりが三宅島の営業マン

重夫

島しょ

総合センター通信

りさび病が増加していま
す︒虫害では︑５月にアブ
ラムシ類が︑６月にヒメヨ
コバイ類が特に多く見られ
ました︒
このように︑時期によっ
て病害虫が多発することが
ありますので︑注意が必要
です︒
農作物や病害虫の試験に
対する要望がありました
ら︑当センター☎⑥１４１
４までご相談ください︒

﹁アシタバの病害虫発生状況﹂

当センターでは︑アシタ
バの病害虫発生について明
らかにするため︑三宅島農
業振興会が行う出荷時の検
品に立ち会い︑返品や差し
替えに該当する原因を調査
しています︒今回は︑４月
から９月までの結果＝図＝
を報告します︒
大半の出荷物に病害虫の
被害は見られませんが︑一
部で被害の痕跡が確認され
ました︒病害では︑８月よ

７月

問い合わせは三宅島観光
人事異動 ︵ 月１日付︶
協会☎⑤１１４４または東
京島めぐり PASSPORT
事務
︻新規採用︼企画財政課
局︵主催 東京諸島観光連 企画情報係＝新井有梨︑村
携推進協議会︶☎
３４ 民生活課医療係︵臨床工学
技士長︶＝轟原浩
３６ ６９５５︒

50

の晴れ姿をぜひご覧くださ
い
▽日時＝ 月 日㈰午前
９時 分から
▽会場＝三宅中学校体育
館
▽駐車場＝三宅中学校グ
ラウンド駐車場および三宅
中学校中庭
問い合わせは三宅高等学
校☎⑥１１３６︒

生活について学ぶ
秋の全国火災予防運動を
▽費用＝５００円︵１日
月９日㈬から 日㈫まで
のみの参加でもお支払いた 実 施 し ま す ︒ こ の 運 動 は
だきます︶
﹁火の元﹂への注意を促し
▽人数＝ 人
て火災の発生を未然に防止
▽申込締切＝平成 年
し︑火災から尊い生命と貴
月 日㈬
重な財産を守るこ
申し込みは
とを目的に毎年実
電話・メー
施しています︒今
な 学ぶ
ど
ル・郵便・来
年の標語は﹃消し
所で受付します︒
ましょう その火
問い合わせと申し込みは
その時 その場所
島しょ保健所三宅出張所☎
で﹄です︒
②０１８１︵栄養担当越
これからの季
川︶︑
節︑家庭や職場で
S0000326@ section.
ストーブや暖房器
metro.tokyo.jp
具などを使用する
機会も多く︑不注
金銚子︵ときんちょうし︶︑
意から火災が発生
銅鏡などが展示されます︒
しやすくなります
１日限りの公開ですので︑
ので火の取り扱いには十分
ぜひご来場ください︒
▽日時と場所＝ 月５日 に注意してください︒また︑
㈯午前 時〜午後１時﹁薬 万が一の火災に備えるため
師堂﹂︑午後１時〜３時﹁三 にも﹁住宅用火災警報器﹂
を設置・点検してください︒
宅島役所﹂
︻ お 願 い︼
﹁三宅島役所﹂ 問い合わせは消防本部予
は個人の住居ですので︑公 防係☎⑥０１１９︒
開場所以外は立ち入らない
でください︒
祉会館︑青ヶ島は役場︶で申
問い合わせは三宅村教育 請書を記入すると︑ひとり
委員会社会教育係☎⑤０９ １冊無料で発行されます︒
５２︑教育庁三宅出張所② 各島の発行所でしまぽに押
０１９１︒
印されるスタンプを集める
と︑ ポイントで記念品贈
呈︑１００ポイントで東海
東京島めぐりパスポート
汽船の乗船券などが当たる
﹁しまぽ﹂を各島で
抽
選に応募できます︒
発行しています
また︑ 島内に約１００
施設ある特典加盟施設でし
まぽを提示すると︑割引や
島ならではのサービスを受
けることができますので︑
来島されるお知り合いの方
やご友人にぜひ﹁しまぽ﹂
をお薦めください︒なお︑
島内の特典加盟施設を随時
募集中です︒
10

28

東京諸島観光連携推進協
議会は︑伊豆・小笠原諸島
の東京諸島 島を周遊・滞
在する旅行者に向けて﹁東
京 島 め ぐ り PASSPORT
﹂
︵愛称﹁しまぽ﹂︶のサー
ビスを実施しています︒
しまぽは各島の発行所
︵観光協会︑利島は勤労福

６月

16

11

30

新参者ではありますが︑
今後は三宅村の基本理念
﹃火山とともに生きる︑新
たな島づくり﹄とともに︑
観光基盤の充実と観光産業
の促進に精進する所存で
す︒協会事務局員とともに
一人ひとりが三宅島の〝営
業マン〟となり︑観光産業
の﹁振興﹂と﹁深耕﹂を推
進していきます︒
皆さまに教えを請うこと
が沢山ございますが︑多大
なるお力添えをいただけれ
ば幸いに存じます︒今後と
も何卒よろしくお願い申し
上げます︒

９月

５月

４月

3

８月

14

2

14

23

26

33

さび病

ヒメヨコバイ類
左：成虫、
右：幼虫

10

0

9

れ以来伊豆諸島の自然と歴
史に興味を持ちました︒
そんな折に︑今年２月の
三宅村主催の﹁島暮らし体
験事業﹂に参加︒目の前に
広がる三宅島の景観に圧倒

みんなの
コ ラ ム

一 般 社 団 法 人 事務局長
谷井
三宅島観光協会

移住を決心︒ 年勤めた会
社を辞する大決断でした
が︑この移住で自分自身が
生まれ変われると信じ︑こ
れからの島暮らしを楽しみ
たく思います︒

350

13

されつつ︑就業体験や交流
会に参加させていただきま
した︒
春の三宅島も体験したく
５月に再訪︒新緑の中で釣
りを楽しみ︑野鳥のさえず

363

03

保育園児から高校生まで
の合唱や合奏による合同音
楽会が開催されます︒各園
校がさまざまなジャンルの
曲を演奏します︒
また︑御蔵島小中学校の
皆さんの映像出演もあり︑
合同音楽会の締めくくりに
は全員で﹁海の声﹂を歌い
ます︒
２年に一度の島っこたち

11

0

374

11

水 農
産 林

364

365

23

10

383

377

17

アブラムシ類

病害
虫害
病害虫なし

400
(袋)

22

！

11

11月９日から15日

11

15

月は後期高齢者医療保険料︑
保育料︑
介護保険料︑
国民 ︻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︒

このたび一般社団法人三
宅島観光協会事務局長を拝
命し︑ 月１日をもって就
任いたしました谷井重夫
︵やつい・しげお︶と申し
ます︒前職は電機メーカー
にて︑情報発信・映像配信
ビジネスに関わる営業をし
ておりました︒扱っており
ました商品を新島・式根島
に納品したことがあり︑そ

アシタバの病害虫発生状況（４月〜９月）

図

村長室だより

11

秋の全国火災予防運動実施

50

15 29 11

13

第２回三宅村スポーツイベントお
たのしみ運動会出席
13日 平成28年第３回三宅村議会定例会
出席
15日 東京都三宅島空港保安委員会出席
16日 三宅正彦東京都議会議員、東京都
産業労働局観光部長・振興課長来
島対応
17日 三宅村消防本部・消防団教育訓練
教官来庁対応
18日 平成28年度あじさいの里敬老会出席
27日 東京都島嶼町村一部事務組合臨時
会出席
28日 ＮＨＫおはよう日本取材対応、東
京都島しょ保健所長来庁対応
29日 気象庁東京管区気象台長来庁対応
10月１日 三宅小中学校合同運動会出席
２日 平成28年度三宅島ボルダリング大
会出席
３日 平成28年度東京都島しょ町村議員セ
ミナー、三宅村森林組合理事会出席
９月11日

11

11

23

11

平成28年９月11日から平成28年10月10日まで

10

30

(2)
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予防接種

インフル
エ ン ザ

高齢者の肺炎球菌ワクチ
ンの予防接種を＝表１＝の
とおり実施します︵対象者
と接種費用は＝表２＝を参
照︶︒
ワクチンの手配のため事
前に申し込みが必要です︒
申し込み方法などの詳細は
対象者へ通知します︒
なお︑中央診療所で接種
した場合は任意予防接種と
なり助成の対象外です︒
問い合わせは村民生活課
保健係☎⑤０９０２︒

平成 年度婦人科検診
︵子宮がん・乳がん・骨粗
しょう症検診︶を実施しま
す︒対 象 者＝別 表＝に は 個
別にご案内しますので︑村
民生活課または各出張所へ
お申し込みください︒
▽日時＝ 月５日㈪から
８日㈭
▽会場＝伊豆避難施設
問い合わせは村民生活課
保健係☎⑤０９０２︒

平成 年度婦人科
検診を実施します

いただき︑車まで診療費の
請求書・処方箋をお持ちい
たします︒診療費は︑車内
でご精算いただけます︒
なお︑来所の際には︑感
染を広げないためにもマス
クの着用をお願いします︒
問い合わせは中央診療所
☎②００１６︒

予

鈴木

亮士

接種を検討いただきたく思
います︒
また︑年度末に満 歳か
ら１００歳までの︑５歳刻
みの節目の年齢の方で︑今
までに一度も肺炎球菌ワク
チンを接種していない方に
は︑肺炎球菌ワクチンの案
内が送付されていることか
と思います︒
肺炎は数年前より順位を
あげ︑日本人の死亡原因の
３位の疾患となっており︑
ワクチンの接種をしていな
い方は︑予防接種をお勧め
します︒接種したかどうか
不明の場合︑診療所に記録
が残っている可能性もあり
ますので︑受診の際にでも
お尋ねください︒
一方で︑インフルエンザ
や肺炎の感染への予防に
は︑予防接種を打つ打たな
いにかかわらず︑手洗い︑
うがい︑マスクの着用も︑
もちろん重要です︒日常生
活でも引き続き注意を怠ら
ないようお願いします︒

中央診療所医師

防接種の時期です

健康保険税の納付月︒ 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 時間自動音声案内☎０４９９４⑥０８１３︒

高齢者

高齢者のインフルエンザ
ワクチンの予防接種︵未接
種者分︶を＝表１＝のとお
り実施します︒対象者と接
種費用は＝表２＝のとおり
で︑今回の対象者は未接種
の方となります︒
電話の事前申し込みは不

未接種の方を対象に実施

30

要ですので︑都合の良い日
時に会場へお越しください
︵住んでいる地区以外でも
接種可︶
︒
受付開始直後は混雑が予
想されますので余裕を持っ
てお越しください︒受付時
間内であればいつでも接種
できます︒
なお︑中
央診療所で
は実施しま
せんのでご
注意くださ
い︒中央診
療所で接種
した場合
は︑任意予
防接種とな
り助成の対
象外です︒
問い合わ
せは村民生
活課保健係
☎⑤０９０
２︒

月に入り︑冬が近づい
てきました︒毎年流行する
インフルエンザの予防接種
を︑ 歳未満の方は︑今年
も診療所で行います︒平日
の午後だけでなく︑日曜日
や祝日も接種日を設けてお
ります︒
昨年度は︑１月上旬から
島内での流行が始まり︑４
月上旬まで︑延べ１１９人
の方が︑インフルエンザと
診断されました︒当初はＡ
型が流行し︑そののちにＢ
型が流行したために︑同じ
冬で２回かかった方も散見
されました︒
家族内や学校での流行も
みられ︑またインフルエン
ザ感染のために︑喘息発作
をおこしたり︑慢性閉塞性
肺疾患が急激に悪化する方
もみられ︑島内では重篤な
転帰になった方こそいない
ものの︑予防の必要性を改
めて感じました︒予防の一
つがワクチン接種であり︑
インフルエンザワクチンの

65

【問い合わせ】
新中央航空㈱三宅島空港
☎04994‑6‑0006

miyake03@miyakemura.com

76.9％

対象者と費用（年齢は接種時点）

24

眼科専門診療
を実施します

余裕がある場合のみとなり
ます︒
問い合わせは企画財政課
企画情報係☎⑤０９８４︑
ＦＡＸ⑤０９３２︑

搭乗率

就航率

広報からのお知らせ

◎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
と連絡先を下記まで送付し
てください︒掲載は紙面に

96.6％

三宅
⇒調布

42.6％

調布
⇒三宅

国民年金

分まで
※眼鏡検査もあわせて実
施します︒※詳細はＩＰ告
知端末をご覧ください︒
問い合わせは中央診療所
☎②００１６︒

11

65

費 用
対象者（三宅村に住民票がある方）

28

中央診療所で︑眼科専門
診療を行います︒受付は診
療当日に行います︒
受診者数が定数になった
場合は︑受付を終了します
ので︑あらかじめご了承く
ださい︒
▽場所＝中央診療所
▽診療日時＝① 月 日
㈰午前・午後② 月 日㈪
午前中のみ
▽受付時間＝①午前診療
は午前８時 分から午前
時 分まで②午後診療は午
後１時 分から午後３時

航空機の運航状況

阿古
体育館

１日から９月 日までの間
に納付された方について
は︑﹁社会保険料︵国民年
金保険料︶控除証明書﹂が
月上旬に日本年金機構か
ら送付されますので︑年末
調整や確定申告の際には必
ずこの証明書又は領収証書
を添付して
ください︒
また︑平
成 年 月
１日から
月 日までの間に今年初め
て納付された方について
は︑翌年の２月上旬に送付
されます︒
年金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︒
28

11月
24日㈭ 13:00
三宅村
〜15:00 文化会館

その他
会 場

国民年金保険料は︑所得
税及び住民税の申告におい
て全額が社
会保険料控 みんなの
除の対象と
なります︒
その年の１
月１日から 月 日までに
納付した保険料が対象とな
ります︒
社会保険料控除を受ける
ためには︑納付したことを
証明する書類の添付が義務
付けられています︒
このため︑平成 年１月

（H28.9.1〜9.30）

※平成28年10月1日現在、三宅村に住民登録が
ある方。年齢基準日は平成29年３月31日時点。

21

11

11

1,500円

12

30

費 用

28

30

過去に一度も高齢者肺炎球菌ワクチンを
接種したことがない方で、65歳、70歳、
3,000円
75歳、80歳、85歳、90歳、100歳の方
（年齢起算日は平成29年３月31日時点）

30

対象者※
平成28年度偶数年齢になる20歳
以上の女性
平成28年度偶数年齢になる40歳
以上の女性
40歳、
45歳、
50歳、
55歳、
60歳、
65歳、
70歳の節目の年齢になる女性

検診名
子宮がん
検診
乳がん
検診
骨粗しょう
症検診

30

対象者（三宅村に住民票がある方）

実施日時と会場
表１

電話番号・症状をご連絡く
発熱外来の受診
ださい︒
方法について
②来所されましたら到着
中央診療所では︑インフ した旨と車種などを電話で
ルエンザの疑いがある症状 ご連絡いただき︑車内でお
︵急な発熱︑咳や喉の痛み 待ちください︒受診の順番
など︶の出た方が受診する になりましたら︑ご案内い
場合︑感染予防の観点から たします︒
③受診後も車内でお待ち
受診の順番まで車内待機を
お願いする場合がありま
す︒発熱外来の受診の流れ
社会保険料︵国民年金保
は次のとおりです︒
険料︶控除証明書が発行さ
①来所前には必ず中央診
れます〜年末調整・確定申
療所へ電話で受診者氏名・
告まで大切に保管してくだ
さい〜

問い合わせ先

10

別表

婦人科検診の対象者

無料

10

12

中 央
診療所

・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。

表２

03

高齢者 肺炎球菌
ワクチン 予防接種
◆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】

11

無料

65歳以上の生活保護受給者の方
(生活保護受給証明書の提示が必要）

11月
9:00
25日㈮ 〜11:00

11

31

対象者と費用（年齢は接種時点）

開始時間直後は混
雑が予想されます。
受付時間内であれ
ばいつでも接種で
きますので、余裕
をもってお越しく
ださい。

28

阿古体育館

9:00
伊豆老人
〜11:00 福祉館

31

9:00〜11:00
11月25日㈮

実施日 受付時間

12

三宅村
文化会館

上記対象者で、生活保護受給者の方
(当日に生活保護受給証明書の提示が必要)

20

11

30

保育料（11月分）、介護保険料（第３期）、後期
高齢者医療保険料（第５期）、国民健康保険税
（第３期）の納期限

30日㈬

13:00〜15:00
定期予防接種
ＤＰＴ‑ＩＰＶ (14:30〜14:40）
日本脳炎１期 (14:40〜15:00）
17日㈭
ＭＲ
(15:00〜15:20）
日本脳炎２期・ＤＴ２期
(15:20〜15:40） 【中央診療所】

11月24日㈭
10日㈭ 特設登記所開設（9:00〜12:00）【役場臨時庁舎】

表２

9:00〜11:00

医療機関
「こころと
からだの
元氣プラザ」
（予定）

会 場

伊豆老人
福祉館

実施日

11月の生活カレンダー

①65歳以上の方
②60歳以上65歳未満で心臓・じん臓・呼吸器・
ヒト免疫不全ウイルスによる免疫に機能障害
がある方

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)
26日㈯ Ｂ型肝炎
肺炎球菌・Ｈｉｂ同時接種
(14:40〜14:50)
水痘
(14:50〜15:00) 【中央診療所】

（第560号）

け
や
み

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

９日㈬

実施日時と会場
表１

報
広
2016年（平成28年）11月1日
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て︑解説しています︒さま
ざまな海の生き物が有用な
薬や︑その素となる種を人
間に提供してくれています
が︑その中には有毒な成分
を持つものがあります︒そ
れらの成分を人間は巧みに
利用して健康食品や化粧品
としています︒
人間の英知で﹁薬と毒
と﹂を克服することが期待
されます︒

鈴木庸夫写真
三省堂書店

草花・雑草図鑑 ﹄

﹃散歩で見かける
高橋冬著

や見分け方のポイントが︑
カラー写真とともに季節ご
とに分かりやすく︑コンパ
クトにまとめられていま
す︒散歩しながら︑今まで
よく目にしていた植物をも
う一度調べてみませんか︒
この他にも︑一万冊を超
える本が皆さんを待ってい
ます︒
三宅村図書館☎⑤１４５
３︑開館午前 時〜午後５
時︑水曜日休館︒

メッセージ

もっと知りたい

誕生日：平成26年
11月22日（伊豆）

ここここここここここここれ！！！！！！！！！
島 のあれこ

協力

三宅島にゃんこの会

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。

つばさ

い い じ ま

ウスキ動物病院の三宅島
分院ができました

【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/

身近な野草や︑公園で見
かける園芸植物などの特徴

たこと︑島内に畑が増加し
たことが主な理由と思われ
ます︒しかし︑以前に比べ
るとまだまだ少なく︑天敵
の存在や生息環境の変化な
どアカコッコを取り巻く問
題は多く残っています︒こ
れからもアカコッコの好む
環境づくりなどを行い︑個
体数増加に取り組んでいき
ます︒引き続きご協力よろ
しくお願いいたします︒

三宅島火山ガス濃度情報サービス

始まり︑現在では月１回の
開院になりました︒
利用した住民からは︑﹁月
に１回でも獣医師が来てく
れると安心する﹂﹁去勢手術
をどうしようかと思ってい
たので助かりました︒手術
が無事終わってひと安心し
た﹂との声がありました︒
三宅島にゃんこの会の杉
本慶子さんは︑診療が継続
できるようにぜひ利用して
欲しいと語りました︒
問い合わせは三宅島にゃ
んこの会︵杉本︶☎０９０
１８８０ ８６３３︒

もうすぐ２歳になる愛
（まな）息子、今まで大
きな病気も怪我もなく成
長してくれてありがと
う！いつまでも元気で優
しい翼でいてね㽈

診察する臼杵獣医師(左)

飯嶋 翼 くん

三宅島に獣医師がいない
ことから︑さいたま市にあ
るウスキ動物病院院長の臼
杵新獣医師が三宅島にゃん
この会協力のもと︑伊ヶ谷
での診療を始めました︒
かわいそうな猫が増えな
いように︑野良猫や餌付け
の猫を簡単な設備で診療︑
避妊︑去勢手術をしようと

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

10

アカコッコ館情報

来年の野鳥のために、巣箱をかけるなら今の季節。自分だけの巣箱をつくってみよ
う！つくった巣箱はお持ち帰りいただけます

13

24 16 14

13

農ある島暮らし体験
島外から１人参加

した︒翌日以降は︑農家の
日㈪＝振替休業日
指導を受けながら︑キキョ
日㈬〜 月２日㈮
ウランの出荷作業やキヌサ
＝期末考査
ヤエンドウの種まき︑アシ
問い合わせは三宅村教育
タバの収穫・出荷を体験し
委員会☎⑤０９５２︒
ました︒
︻新着本の紹介︼
最終日は︑意見交換会を
﹃海の生き物からの
実施し︑参加者は﹁農作業
月の小・中学校予定
贈り物 〜薬と毒と〜﹄
の一連の流れを体験し︑特
︻小学校︼
に耕運機の扱いが苦労し
塩入孝之著
日㈰＝保小中高合同音楽
た︒また︑島暮らしは時間
化学工業日報社
会
がゆったりしていて意外に
日㈪＝振替休業日
生活に不便はなく︑イメー
日㈬＝薬物乱用防止教室
ジと違った﹂と話しました︒
日㈭＝就学時健診
三宅島の農業や島での暮
︻中学校︼
らしを体験することで︑農
６日㈰＝文化祭
業就業や定住への理解を深
７日㈪＝振替休業日
人間に役立つ物質を生産
日㈰＝保小中高合同音楽
めてもらうことができまし
会
している海の生き物につい
た︒
問い合わせは観光産業課
翌 日の午前中はそれぞ
農林水産係☎⑤０９９２︒
三宅島自然だより
れ島内観光を楽しみ︑男性
﹁推定７７７７羽の
参加者とスタッフが見送る
三宅島に向かいました︒
アカコッコが生息﹂
日はシーカヤックを体 中︑女性参加者は船で三宅
験し︑三宅島ならではのマ 島を後にしました︒
リンスポーツを通して交流
を深めました︒
午後は一旦解散となり︑
女性参加者は島嫁︵三宅島
の男性と結婚した島外出身
の女性︶と女子会をし︑島
の暮らしぶりや仕事などに
ついての話を聞きながら島
の食材を使ったお菓子を楽
しみました︒夜のバーべキ
ューパーティーでは５組の
ペアが成立しました︒
シーカヤックを楽しむ参加者

30 14

56

12

今年５月に実施
した三宅島でのア
カコッコの生息数
調査︒朝早くから
の調査に協力して
いただいた皆さま
本当にありがとう
ございました︒その結果︑
三宅島には推定
７７７７羽のア
カコッコが生息
していることが
分かりました︒
２００９年に同
様の調査をした
際には約４４０
０羽だったの
で︑７年間で約
１・８倍に増え
たことになりま
す︒火山ガスの
減少や植林など
で植生が回復し

日の出前にさえずるアカコッコ

９月 日から 月２日ま
での３泊４日の日程で﹁三
宅島農ある島暮らし体験﹂
を実施し︑島外から１人が
参加しました︒
初日は︑開催のあいさつ
と自己紹介の後に︑島の概
要や農業の座学を実施しま

19

５組のペア成立

15

要

小学生以上
定員15名・無料
（最少催行4名）

11月23日 13:00〜
アカコッコ館
（水･祝）
16:30

小鳥の巣箱づくり

10

島コンツアー２０１６

17

申込
対象･定員･参加費
実施場所
時 間
実施日
サービス名

29

９月 日から 日にかけ
て三宅島島コンツアーが開
催され︑島内の男性 人︑
島外の女性７人が参加しま
した︒
日の夕方︑都内笹塚で
行われた懇親会で最初の顔
合わせがあり︑その後︑東
京湾の夜景を楽しみながら
17

11

19

82

月１日︑第 回三宅村 ︵中学校︶を胸に︑児童生
立三宅小・中学校合同運動 徒たちは各競技に全員一丸
会が三宅小学校校庭で盛大 となって一生懸命に臨み︑
会場に集ま
に催されま
三宅小・中学校
った保護者
した︒
合同運動会開催
や来賓の
今年度の
小 ・ 中 学 校 の ス ロ ー ガ ン 方々など多くの観客からは
﹁奏でろ勝利への足音﹂
︵小 大きな喝采が送られていま
学 校 ︶ と ﹁ 必 勝 ・ 必 笑 ﹂ した︒
10

18

10

耕運機で畑を耕す参加者
入場する生徒たち

(4)
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