織委員会︶が 月 日㈯に
東
京 オリンピック・パラリンピック
三宅村文化会館で行われま
２０２０ フラッグツアー歓迎セレモニー
した︒セレモニーには小池
小池都知事と安藤美姫 さん来島
百合子東京都知事︑フラッ
東京２０２０オリンピッ ︵主催者 東京都／公益財 グツアーアンバサダーとし
ク・パラリンピックフラッ 団法人東京オリンピック・ てフィギュアスケートのオ
グ ツ ア ー 歓 迎 セ レ モ ニ ー パラリンピック競技大会組 リ ン ピ ア ン の 安 藤 美 姫 さ
ん︑来賓として三宅正彦東
京都議会議員が出席しまし
た︒当日は好天にも恵ま
れ︑おおむね５００人の来
場者が集まり大いににぎわ
いました︒
小池知事からは︑三宅中
学校の村上乃愛さん︑三宅
小学校の宮下天使羽さんに
パラリンピックフラッグ
が︑安藤さんからは︑櫻田
村長にオリンピックフラッ

グが引き継がれました︒
小池知事は過去に２度三
宅島への訪問を悪天候のた
めに断念したという経緯が
あり︑﹁今日は３度目の正
直でみなさんとお目にかか
ることができました︒それ
も︑オリンピック︑パラリ
ンピックの旗２本を持っ
て︑夢と希望を持って︑こ
の三宅島に来れたことを大
変うれしく思っているとこ
ろです︒﹂と話しました︒
櫻田村長からは﹁私たち
三宅村民は︑このフラッグ
の下︑みんなが心を一つに
して︑このオリンピックで
三宅島からできることを精
一杯努力し︑気運醸成に努

地 桂氏

ＷＥＲＩＤＥ三宅島エンデューロレース

め︑来たるべき２０２０年
の東京大会が文字通り史上
最高の大会となるよう共に
まい進してまいりましょ
う︒﹂と呼びかけました︒
そして︑セレモニーのあ
と小池知事はエンデューロ
レースのスターターを務
め︑三宅村レクリエーショ
ンセンターのクライミング
施設も視察しました︒
オリンピックフラッグ・
パラリンピックフラッグは
日㈯から 日㈮にかけて
各学校や三宅村文化会館な
ど島内の施設６カ所で順次
展示され︑オリンピック・
パラリンピックの魅力を
人々に広く伝えました︒
18

月 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
島大会﹂全体会が三宅高校

三宅島・御蔵島
大会を開催

ＰＴＡ連
都島しょ 絡
合同研修会
協議会

24

23

61

62

10

32

29

教育功労で﹁瑞宝双光章﹂

中学校へ転任︑その後︑御
蔵島中学校︑三宅中学校を
歴任しました︒
昭和 年からは三宅中学
校校長に就任し︑都の大規
模校での教育実践の経験を
へき地教育に還元するた
め︑昭和 年から３年間足
立区第七中学校校長に就任
しました︒
平成２年から坪田中学校
校長に就任した際には︑そ
の経験を活かした学校経営
を行い︑地域に根差した特
色ある学校づくりを実践さ
れました︒
また︑三宅島体育協会理
事や三宅島バレーボール連

１５００人超来場

第 回三宅島
産業祭を開催

17

月 日㈯︑ 日㈰の２
日間︑第 回三宅島産業祭
が阿古体育館︑郷土資料
館︑役場臨時庁舎駐車場に
て開催され︑友好都市の小
金井市と︑友好関係である
みなかみ町の皆さまほか１
５００人を超える方が来場
されました︒
あいにくの悪天候のた

11

19

17

20

め︑屋外会場︑体験コーナ
ーは 日に順延となりまし
たが︑三宅島のさまざまな
産業をみて・食べて・体験
して楽しめる催しが多数用
意され︑多くの人が集まり
にぎわいました︒
今年も丸太切り大会やイ
ス作り︑リース作りなどの
体験コーナーの他︑一般販
売コーナー︑無料配布コー
ナーを実施しました︒たま
ねぎの苗無料配布には︑都
立園芸高校の生徒たちが︑
大事に育てた苗を笑顔で手
渡していました︒また︑
﹁宝船﹂の農産物を利用し
た野菜の詰め放題が行わ
れ︑多くの人で大いに盛り
上がりました︒
当日の様子や品評会の表
彰結果︑料理コンテストの
レシピなどは︑三宅村ホー
ムページにて掲載しますの
でご覧ください︒

20

ログラムを実施しました︒
阿古体育館で行われた懇
親会では︑各島のアトラク
ションが披露され︑島民同
士の親睦がさらに深まりま
した︒
翌日は︑島外参加者の多
くがゆっくりと島内観光な
どを楽しみ︑帰路につきま
した︒

「宝船」
の野菜詰め放題に並ぶ来場者

体育館で開催され︑来賓を
含め島外から１１９人︑島
内から１２７人の計２４６
人が参加しました︒
開会式の後︑常磐興産株
式会社顧問の坂本征夫氏に
よる︑﹁あきらめない心一山
一家﹂
の講演がありました︒
午後からは︑﹁子供が伝
える島の魅力郷土愛と島の
未来〜島しょ地域における
ＩＣＴの効果的な活用をめ
ざして〜﹂をテーマに︑五
つの分科会に分かれ︑大路
池のガイドツアーや郷土芸
能の体験︑漫才師による子
供の進路についての公演︑
御蔵島村立御蔵島小中学校
の子供たちとＩＣＴ機器の
ビデオ通信機能を活用し︑
両島の情報を発表し合うプ

あいさつする大会実行委員長の
山田由理子都島しょＰ連会長

12

翌日はゆっくりと島内観 盟会長も歴任し︑学校体育
イクの抽選会︑じゃんけん
大会などが行われ︑ライダ 光などを楽しみ︑今年のエ と社会体育の両面から体育
ー同士の親睦も深まりまし ンデューロレースは盛況の 活動の普及と向上に努めら
うちに閉幕しました︒
た︒
れました︒
その後︑平成７年から９
ず い ほ う そ う こ う しょう
年までは阿古中学校校長に
秋の
就任され︑ＰＴＡ活動の隆
叙勲
盛を導き︑学校︑家庭︑地
伊豆在住 地 桂 氏が受章
域の絆を深める活動に貢献
されました︒
平成 年から 年まで保
護司として地域社会の問題
解決に奔走されました︒教
職歴は 年におよび︑長年
にわたりへき地教育に尽力
され︑三宅島をはじめ島し
ょへき地教育の充実と発展
に大きく貢献されました︒
11

小池都知事がスター タ ー に

89

台
参加

小池都知事の合図で一斉に
スタートするバイク

11

39

月 日㈯︑今年で７回
目となる﹁ＷＥＲＩＤＥ三
宅島エンデューロレース﹂
が︑七島展望台周辺特設コ
ースで開催されました︒
開会式には︑大会名誉会
長・小池百合子東京都知
事︑大会会長・櫻田三宅村
長︑大会名誉顧問・三宅東
京都議会議員︑谷三宅村議
会議長︑大会副会長・井澤
幸男三宅島スポーツ振興会
12

フラッグを持つ三宅中の生徒ら

平成 年秋の叙勲が 月
３日に発表され︑ 地桂氏
︵伊豆在住︶が教育功労と
して瑞宝双光章を受章され
ました︒
日には国立劇場大劇場
で伝達式が行われ︑その後
はご夫妻で皇居に参内し︑
天皇陛下に拝謁しました︒
地桂氏は昭和 年から教
職に就き︑母校の三宅中学
校で教壇に立った後に阿古

28

写真に納まる村上さん、三宅都議、
櫻田村長、小池知事、安藤さん、宮下
さん（左から）

理事長が登壇し︑小池知事
からは︑﹁島特有の宝物に
もっと付加価値をつけて︑
東京全体が輝くように引っ
張っていきたい﹂と開催の
祝辞を賜りました︒
レースは︑小池知事のス
タートフラッグの合図によ
り 台のバイクが一斉にス
タートしました︒
島内からは︑３人のライ
ダーが参加し︑レースエン
トリー台数は 台︑バイク
１台で２〜３人１組で参加
するチームクラスを含む総
勢 人のライダーが出場し
ました︒
快晴の中︑来場した約４
００人の観戦者の方々も熱
い声援を送っていました︒
終了後は阿古体育館でグ
ランドパーティーが開催さ
れ︑各クラスの表彰式︑バ

10

89

96

89

11

12

10
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今月の人口と世帯数

（外国人含む）

2016.12.1（平成28年）

2,594人 （＋３人）
1,683世帯（＋３世帯）
平成28年11月１日現在
※カッコ内は前月１日比

三宅村地域おこし協力隊

に委嘱状交付

さ
ん

にぎやかに長寿祝う

いていました︒
アジサイといえば梅雨時
こうした島の交流は︑子 期の花の代名詞ですが︑三
供たちにとってとても良い 宅島には一年を通して花を
咲かすアジサイがあること
をご存知でしょうか︒
白い八重のこの花は︑品
種名を﹁みやけときわ﹂と
いい︑過去に三宅島の方が

島しょ

斜めに切り直し︑さらに
分から１時間ほど全体を水
に浸すなどの対策をすれば
数日間は切り葉として観賞
することが可能です︒
また︑アジサイの切り葉
を市場出荷している大島な
どの例もありますので︑当

総合センター通信

28

就業体験をする参加者ら

夫三宅支庁長︑諸石明三宅
平成 年度﹁敬老の集い﹂を開催
島警察署長の祝辞と︑三宅
正彦都議からの祝電も披露
２５６人出席
されました︒
次に︑寺本恒夫三宅島社
続いて︑来賓を代表して
毎年恒例となった﹁敬老
の集い﹂が 月５日㈯︑阿 谷寿文村議会議長︑渡邊俊 会福祉協議会長が乾杯の音
頭をとって︑参加者は笑顔
古体育館で開催され︑会場
で乾杯を行いました︒
には来賓を含め２５６人が
続いて︑各地区の老人ク
出席しました︒
ラブによる演芸が披露さ
午前 時より開催された
れ︑各団体ともに︑日ごろ
式典では︑主催者を代表し
から練習している趣向を凝
て櫻田昭正村長があいさつ
らした出し物で会場を沸か
を述べ︑長年にわたり三宅
せました︒
村に貢献された方々の功績
最後に︑晝間孝夫三宅村
をたたえるとともに︑長寿
シルバー人材センター会長
をお祝いしました︒
が万歳三唱を行い︑閉幕し
ました︒

島しょ振興公社

12

木村美砂

月 日から 日にかけ
て︑八丈島から大賀郷ＦＣ
のメンバー総勢 人来島
し︑ＦＣ三宅との交流試合
が開催されました︒
交流試合は︑５人制のフ
八丈大 賀 郷 Ｆ Ｃ 来 島
島
ＦＣ三宅と交流試合

32

20

地域振興補助
事業を募集

境保全︵環境保全に関する ありがとうございます︒多
事業を支援し︑将来的な地 くの皆さまにご協力をいた
域振興につなげる事業︶と だきました﹃島嶼会館アン
なります︒
ケート﹄︵平成 年７〜８
対象団体や事業期間︑補 月実施︶の結果を各戸配布
助金額など詳細は募集案内 させていただきます︒
または公社ホームページを
皆さまからのご期待にお
ご覧ください︒
応えできるよう︑改善・努
▽申請締切＝平成 年
力し︑これからもさらなる
月 日㈬
サービス向上を図ってまい
▽募集案内配布と申請書 ります︒
提出先＝企画財政課企画情
報係
サイクルイベント
▽問い合わせは島しょ振
開催中止のお知らせ
興公社☎
５４７２ ６
５４６︑または企画財政課
月３日㈯に開催を予定
企画情報係☎⑤０９８４︒ しておりましたサイクルイ
ベント﹃ＷＥＲＩＤＥエン
ジョイサイクリング・ヒル
島民アンケート
クライム﹄については︑諸
結果を各戸に配布
事情により中止といたしま
島嶼会館
した︒
問い合わせは観光産業課
日ごろから︑島嶼会館を
ご利用いただきまして誠に ⑤０９２０︒

12

ました︒期間中は観光協会
制度です︒
問い合わせは企画財政課 での就業体験のほか︑生活
に係わる島内各所や産業祭
⑤０９８４︒
の見学︑移住者交流会への
参加などを行いました︒
参加者からは﹃実際に島
に移住した方々との交流を
通じて︑移住を考えている
私にとって大変心強く感じ
ました﹄などの声が聞かれ
ました︒
三宅村では引き続き︑島
暮らし体験事業の実施を予
定しています︒
問い合わせは企画財政課
⑤０９８４︒
19

ットサルと８人制のサッカ
ーを行い︑どの試合も熱戦
が繰り広げられ︑子供たち
﹁四季咲きアジサイ﹃みやけときわ﹄
﹂
は日ごろの練習の成果を発
揮しました︒また︑お互い 経験となり︑両者ともに今 品 種 登 録 さ れ て い ま し た センターとしては﹁みやけ
の交流も深まり︑肩を組み 後の活躍に期待できる交流 が︑現在は登録期間を過ぎ ときわ﹂が再び増えれば出
合うほど仲の良い関係を築 試合となりました︒
ており︑誰でも栽培可能で 荷も検討できるのではと夢
をふくらませています︒
す︒
アジサイは挿し木で簡単
通常アジサイは水揚げが
悪く︑花瓶に挿しての観賞 に増殖できます︒母樹の入
は難しいと思われがちです 手や栽培管理については当
が︑アジサイを摘んだ後︑ センター☎⑥１４１４まで
切り口を水の中でもう一度 お気軽にご相談ください︒

三宅ＦＣと八丈島大賀郷ＦＣ
の子どもたち

おこしを担う人材育成に関
する事業︑
今年度限定で
﹁④
その他地域振興に資する事
業﹂が追加となります︒
その概要は⑴地元の元気
創生︵地域コミュニティが
中心となって島内︑島外住
民との交流を深める行事な
どを行う事業︶
︑⑵第一次産
業活性化︵第一次産業育成・
振興に特化した事業︶
︑⑶環

水 農
産 林

新隊員

10

11

島しょ地域の団体・法
人・個人事業者などの地域
振興に関する事業に対し︑
経費の一部を東京都島しょ
振興公社が補助します︒
対象事業は地域振興に係
る①特産品②観光振興③島

28

11

17

11

20

木村隊員には現在︑村で
第２回島暮らし
進めている島暮らし体験事
体験事業を実施
業のサポート業務︑島暮ら
しの情報発信業務などを中
月 日から 月 日ま
心に移住・定住促進活動を で今年度２回目の﹁三宅村
行っていただきます︒
島暮らし体験事業﹂を実施
今後︑島内イベントへの し︑島外から１人が参加し
参加や島民インタビューな
ども予定しておりますの
で︑よろしくお願いいたし
ます︒
※総務省の取り組みの一
つであり︑地域外の人材を
積極的に誘致し︑その定着
を図り︑地域力の維持・強
化を図ることを目的とした

14

島火山性ガスの観測状況﹂ 日あたり数十㌧以下となっ
の デ ー タ を 確 認 し て み て ており︑火山ガスの量も大
も︑島内 カ所に設置して 幅に減少しています︒
しかしながら︑今年の５
ある観測点の全てに０が並

03

櫻田村長(左)から委嘱状を
受け取る木村さん

して以降︑８月から 月ま んでいます︒これは今まで 月 日には三池・沖ヶ平地
区で突然レベル３︵２〜５
での間の注意報・警報の発 にはない状況です︒
また︑気象庁の観測によ ｐｐ ｍ ︶の発令があり︑火
令はありませんでした︒三
宅村ホームページの﹁三宅 る火山ガスの放出量は︑１ 山ガスの存在を再認識させ
られました︒
そうしたことから︑役場
みんなの
火
山
ガ
ス
の
状
況
コ ラ ム
総務課では︑火山ガスの放
出が続いていることを念頭
三宅村役場 総務課長 佐久間 忠
に︑島民の皆さんが安全で
安心して日々の生活が送れ
るよう︑今後も火山ガスの
動向を注視していかなけれ
ばならないと考えています︒

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︒

21

24

月は後期高齢者医療保険料︑
保育料︑
固定資産税の

踊りを披露する伊豆老人クラブメンバー

28

11

10

10月11日 平成28年度東京都島嶼町村戸籍事務協
議会総会出席
13日 東海汽船株式会社船舶部長、防衛省北
関東防衛局施設管理課来庁対応
15日・16日 第44回小金井なかよし市民まつ
り出席
18日 第27回東京都道路整備事業推進大会出席
19日 平成28年度第５回東京都町村長会議、
関東の港湾を考える意見交換会出席
20日 関東地区港湾整備・振興大会、経済と
暮らしを支える港づくり全国大会出席
21日 東京都町村会決算監査出席
22日・23日 第29回島嶼町村職員大会出席
24日 地域おこし協力隊委嘱状交付対応
27日 平成28年度第２回公益財団法人日本離
島センター理事会、平成29年度離島振
興関係予算要望運動、平成29年度離島
振興懇談会出席
28日 三宅島観光協会フォトコンテスト2016
審査対応
29日 第23回東京都島しょＰＴＡ連絡協議会
合同研修会三宅島・御蔵島大会開会
式・懇談会出席
31日 国土交通省 町村長懇談会出席
11月１日・２日 平成28年度第６回東京都町村長
会議出席
４日 三宅村1000本さくら植栽事業推進委員
会出席
５日 三宅村敬老の集い出席
８日 第17回三宅島産業祭実行委員会出席
９日 安全・安心の道づくりを求める全国大会、
平成28年度東京都砂防促進大会出席

最近︑火山ガスの注意報・
警報を知らせる村内放送が
めっきり少なくなりました︒
データを確認してみると︑
平成 年７月に薄木・粟辺
地区でレベル１︵０・２〜
０・６ｐｐ ｍ ︶を３回観測

平成28年10月11日から平成28年11月10日まで

12

12

平成 年 月 日︑※三
宅村地域おこし協力隊︿移
住・定住分野﹀として︑木
村美砂氏に村から委嘱状の
交付を行いました︒

村長室だより
28

28

(2)
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12/31㈯〜1/3㈫休業
持ち込みの場合は可燃ゴミは1/4㈬、
不燃ごみは1/5㈭から受付。

止するためにも︑所有者の
皆さまは速やかに支障枝を
伐採するようご協力をお願
いします︒

村道沿いの樹木
伐採のお願い

合は︑民法などで所有者の
責任が問われることがあり
ますので︑事故を未然に防

アカコッコ館

◆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】

12

16

︻防災行政無線︼放送内容を確認したい場合は

国民年金

陽之介

害対策への取り組み ④

和田

す﹂と言われても︑よほど
薬の形と色を日ごろから意
識して覚えている医師でな
ければ︑薬の名前をあてる
ことができません︒医師
は︑あくまでも薬の名前で
処方箋を書いているので︑
実際その薬がどのような形
や色なのかわからないこと
が多いのです︒
日ごろ飲んでいる薬の情
報をまとめるのに役立つの
が︑お薬手帳と薬剤情報で
す︒災害時や医療機関に受
診する時に︑お薬手帳や薬
剤情報を用意する事をおす
すめします︒
また︑災害時に医療機関
が用意する薬は︑あくまで
も緊急処置や支援がくるま
での間に起こりうる急性の
病気に対して備えている薬
のみなので︑普段飲まれて
いる薬は入手できない事が
あります︒災害に備えて︑
少なくとも１週間分ほどは
予備の薬を用意しておくこ
とも重要です︒

中央診療所長

広報みやけ 月号﹁災害
対策への取り組み③﹂の中
で︑災害時に医療情報を習
得することが難しいことに
ふれました︒また︑適切か
つ円滑に医療を受けるため
に︑日ごろからご自身で医
療情報をまとめる大切さに
ついて触れました︒
今回は︑普段飲まれてい
るお薬の情報をまとめる大
切さについて述べたいと思
います︒災害時や初診の患
者さんを診察する時に︑ど
のような内服薬を飲んでい
るのか知ることで︑診察の
しやすさが変わります︒特
に︑今までの病気を知る上
で︑お薬の内容はとても貴
重な情報です︒お薬の情報
で︑患者さんの持っている
病気を推測し︑円滑な診療
に繋がる事が多々有ります︒
医師に薬の形や色で表現
しても伝わらなかったとい
う経験はありませんか︒実
は︑﹁赤い細長い薬で︑血
圧に対して出されていま

災

時間自動音声案内☎０４９９４⑥０８１３︒
24

平成 年中に納付した国
民年金保険料について︑社
会保険料控除を受けるため
には︑領収証書など保険料
を支払ったことを証明する
書類の添付が必要です︒
このため︑平成 年１月
１日から９月 日までの間
に国民年金保険料を納付し
た方には︑
月上旬に
日本年金機
構から﹁社
会保険料控除証明書﹂が送
られますので︑申告書の提
出の際には必ずこの証明書
または領収証書を添付して
ください︒
問い合わせは︑港年金事
務所☎
５４０１ ３２
１１または村民生活課保健
係☎⑤０９０２︒

28

11

30

納付月︒年末年始のため早めの納付をお願いします︒

村道上に私有地より繁茂
した樹木が多く見受けられ
ます︒この繁茂した樹木
は︑村道が狭小となる上
に︑人や車両の通行の支障
となり危険であるばかり
か︑交通事故の原因にもな
ります︒
万が一︑樹木の倒木など
が原因で事故が発生した場

が必要となります︒
平成 年度
納めた国民年金保険料は
問い合わせは︑みやけ保
みやけ保育園
全額が社会保険料控除の対
育園②００６４︑村民生活
象です
入園児を募集
課福祉係⑤０９０４︑ＩＰ
みやけ保育園では︑保護 端末⑤９１１５︒
国民年金保険料は︑所得
者の方が日中保育すること
税法および地方税法上︑社
ができない就学前の１歳か
会保険料控除としてその年
平成 年三宅村
ら５歳児までの４月入園希
の課税所得から控除され︑
成人式を開催
望者の募集を行います︒必
税額が軽減されます︒
１月３日㈫
要書類は︑みやけ保育園ま
控除の対 みんなの
たは村民生活課福祉係にて
﹁ 平 成 年 三 宅 村 成 人 象となるの
配布しており︑村のホーム 式﹂を１月３日㈫午前 時 は︑平成
ページからもダウンロード から︑三宅村文化会館にて 年１月から
することができます︒
月までに納めた保険料全
開催します︒
▽募集期間＝ 月 日㈮
対象者は︑平成８年４月 額です︒過去の年度分や追
〜１月 日㈮
２日から平成９年４月１日 納した保険料も含まれます︒
▽提出先＝みやけ保育園 生まれで︑三宅村に住民票
また︑ご自身の保険料だ
※入園中の児童で引き続き がある方および三宅島出身 けではなく︑配偶者やご家
入園を希望する場合も申請 者となります︒なお︑対象 族の負担すべき国民年金保
の方には案内状を 月中旬 険料を支払っている場合︑
私有地から村道などに張 に送付しています︒
その保険料も合わせて控除
り出している樹木は土地所
問い合わせは三宅村教育 が受けられます︒
有者に所有権があり︑村で 委員会社会教育係☎⑤０９
は勝手に切ることはできま ５２︒
ください︒
せんので︑所有者の自己責
▽日時＝ 月 日㈰午後
任のもと︑伐採またはせん
５時半から︵開場は午後５
アカコッコ合唱団
定などの適切な処置をされ
時︶
Ｘｍａｓコンサート
ますようお願いいたします︒
▽場所＝三宅村コミュニ
問い合わせは地域整備課
アカコッコ合唱団主催の ティセンター
環境整備係⑤０９８９︒
▽参加費＝５００円︵未
クリスマスコンサートを今
年も開催します︒美味しい 就学児は無料︶
問い合わせはアカコッコ
料理や飲み物とともに歌や
楽器演奏などがステージで 合唱団☎０９０ ３１３５
披露されます︒ぜひご参加
６７１０︵肥後︶︒
10

三宅村中央診療所敷地内

【問い合わせ】
新中央航空㈱三宅島空港
☎04994‑6‑0006

10

﹁全面禁煙﹂になります

77.3％

平成 年 か
１月１日 ら

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

搭乗率

就航率

28

03

で各国さまざまな喫煙防止
対策への取り組みが行われ
ていること︒
②タバコが喫煙者および
その受動喫煙者の健康を害
し︑肺ガンをはじめとした
悪性腫瘍を誘発すること︒
③喫煙が脳・心臓疾患の
リスクや生活習慣病の罹患
率を高めていること︒
このことにより︑三宅村
中央診療所は︑喫煙者に医
学的治療を行っていく診療
機関を目指し︑禁煙治療を
公的医療保険適用とする保
険診療が実施できる医療機
関となるため︑敷地内の全
面禁煙を実施することとい
たしました︒
喫煙者の皆さまのご理解
とご協力をよろしくお願い
いたします︒
問い合わせは中央診療所
☎②００１６︒

98.9％

三宅
⇒調布

37.9％

調布
⇒三宅

12

お見舞いの方︑診療所職員
など全ての方が対象となり
ます︒
敷地内を全面禁煙とする
背景は次のとおりです︒
①平成 年２月に︑世界
保健機関たばこ規制枠組条
約が発効され︑世界的規模

航空機の運航状況

29

平成 年１月１日より︑
三宅村中央診療所敷地内が
全面禁煙となります︒︵※
敷地内とは︑建物内・駐車
場・玄関等を含めた構内全
てを示します︒︶
敷地内全面禁煙は︑患者
さん︑患者さんのご家族︑

（H28.10.1〜10.31）

18

29

問い合わせ先

10

10

12

12/28㈬〜1/4㈬休業
図書館

12/29㈭〜1/3㈫休業
レクリエーション
センター

12/29㈭から1/3㈫まで休まず営業。
ただし、男女露天風呂は3月末まで休業。
ふるさとの湯

！

28

17

休まず通常ダイヤで運行
村営バス

12/29㈭〜1/3㈫休業
役場・出張所

29

29

29

12/29㈭〜1/3㈫休診
※ただし、急患の場合は、
中央診療所☎②００１６まで。
中央診療所
定期予防接種
ＤＰＴ‑ＩＰＶ (14:30〜14:40）
日本脳炎４期 (14:40〜15:00）
15日㈭
ＭＲ
(15:00〜15:20）
ＤＴ２期・日本脳炎２期
(15:20〜15:40） 【中央診療所】

13

・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。

業務案内
施設名
【伊豆避難施設】

13日㈫ 乳幼児健康診査

郷土資料館

後期高齢者医療保険料、保育料（12月分）の
納期限

１月
４日㈬

年末年始の業務内容
12月の生活カレンダー

クリーンセンター
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）
22日㈭ Ｂ型肝炎
肺炎球菌・Ｈｉｂワクチン同時接種
(14:40〜14:50）
水痘
(14:50〜15:00） 【中央診療所】
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東京都

小学生
﹁教育委員会賞﹂
科学展

が受賞

問い合わせは三宅村教育
委員会☎⑤０９５２︒
︻新着本の紹介︼

︱﹁映画１００年ごはん﹂が

﹃ 未来へつなぐ食のバトン﹄

る大分県臼杵市の試みを描
いたドキュメンタリー映画
﹁１００年ごはん﹂につい
て書かれています︒
私たちの﹁食﹂にとっ
て︑何が大切かを考える
﹃はじめの一歩﹄になるは
ずです︒

﹃はたらくことは
生きること
石田榮著写真

羽鳥書店

︱昭和 年前後の高知﹄

昭和 年前後の︑高知の
鉱山・漁村・農山村で働く
人びとのかがやく姿をとら
えた写真集です︒
なにげない生活の中で働
く姿の中にも︑生きる強さ
と人の暖かさを感じること
が出来ます︒
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︒
︻年末年始の休館につい
て︼ 月 日㈬から１月４
日㈬まで︑三宅島郷土資料
館と三宅村図書館は休館で
す︒
10

三宅島

ディスカバー

28

﹁食﹂をとおして
三宅島を知る

じ

ぎ ん

の

ひ ら

伝える農業のいま

大林千茱萸著
ちくまプリマー新書

子から孫へとつながる︑
１００年後の未来に向かっ
て︑﹁食﹂に取り組んでい

小学生以上
定員なし
無料

ん

20

さ

11

海音

賞状を手にする日下さん

三宅小４年日下

平成 年度東京都小学生
科学展において︑ 区市町
村の代表作品の中から︑三
宅小学校４年の日下海音

12

30

12

W

S

冬の西風が吹き始めると
庭先にサツマイモを干して
あるのを見かけるようにな
ります︒米を手に入れるこ
とが難しい三宅島で︑先人
たちが考え出した﹁さつま
餅﹂を搗く準備です︒
身近な食べものの中に︑
島の歴史と文化を見ること
ができます︒

庭先でサツマイモを干す様子

平野 銀志 くん

誕生日：平成28年
５月９日（伊ヶ谷）

メッセージ

三宅島郷土資料館では︑
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
業として︑トコロジスト養
成講座を開催しています︒
テーマを一つ決めて自分た
ちが住む場所にこだわり︑
地図を片手に歩いて調べて
廻り︑その場所の専門家＝
トコロジストを目指します︒
野菜のつくり方や︑魚の
捕り方には︑三宅島の英知
が蓄積されていますが︑採
った野菜や魚の食べ方にも︑
先人たちの知恵が生き続け
て い ま す︒
﹁食 ﹂ を テ ー マ
とするグループは︑三宅島
の自然の恵みを食べること
で︑自然から学びます︒頭
で考えるよりも︑﹁おいし
い﹂と身体が感じることを
とおして︑先人たちが培っ
てきた経験を自分たちのも
のとすることができます︒
知らなかったことを知る
ことの面白さは︑古き良き

時代を懐かしむだけではな
く︑現在の私たちの暮らし
にとって︑何が本当に大切
なのかを考えるきっかけに
なります︒
三宅島の子どもたちは︑
何を食べて﹁おいしい﹂
と感
じるのでしょうか︒三宅島
の﹁食﹂を考えることは︑１
００年後の三宅島の未来を
考えることに繋がります︒
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。

E

【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/

N

20

22

22

30

水鳥やタカの仲間を桟橋から観察してみよう。時間中いつでもお立ち寄りください。
双眼鏡の無料貸し出しあり

アカコッコ館情報

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

16

月の小・中学校予定
︻小学校︼
月２日㈮＝人権教育推進
協議会
月 日㈭＝ 大掃除・終業式
︻中学校︼
月２日㈮＝人権教育推進
協議会
月 日㈪〜 日㈮
＝学校公開
月 日㈫＝授業参観・保
護者会
月 日㈭＝ 大掃除・終業式

20

12

12

12

12

ウ ﹂と驚かれていた方も
三宅島自然だより
多かったのですが︑実は６
﹁ハクチョウが
年前にも見られています︒
やってきた﹂
その時は︑７羽の﹁コハク
チョウ﹂が 日ほど大路池
に滞在し︑旅立っていきま
した︒
今回の
﹁オオハクチョウ﹂
も元気に仲間を合流できれ
ばと思います︒大変な苦労
をしてやってくる渡り鳥︒
彼らがしっかりと旅の疲れ
を癒すことのできる自然環
境を大事にしていきたいで
すね︒
!?

82
10

︵くさか・あまね︶さんの作
品﹃三宅島坪田港の気象・海
きょうと釣り上げた魚の量
の変化について﹄が東京都
教育委員会賞を
受賞しました︒
月 日に都
内で表彰式が行
われ︑作品は来
年１月に日本科
学未来館で展示
されます︒

小中高の全体斉唱

月上旬︑阿古
地区や伊ヶ谷地区
に１羽の大きなハ
クチョウがやって
きました︒実はハ
クチョウにも数種
類いて︑今回やっ
てきたのは﹁オオハクチョ
ウ﹂といいます︒ 月下旬
から︑神着地区で２〜３羽
のハクチョウ︵種不明︶が
目撃され︑御蔵島で
も 月下旬にオオハ
クチョウが見られて
いるので群れでやっ
てきたのかもしれま
せん︒
しかし︑伊豆諸島
は本来︑彼らの渡り
のルートではないた
め︑迷ってきたのだ
ろうと思います︒
﹁三宅島でハクチョ
11

61

69

人︑中学生５人が参加し
第 回大田区秋季柔道大会
ました︒小学３年生までは
三宅島小・中学生 勝敗に関係なく１試合のみ
男 女 人 が 参 加 で︑参加６人中２人が勝利
月 日︑第 回大田区 しました︒４年生以上は軽
秋季柔道大会が同区で開催 量級︑重量級ごとに試合が
され︑三宅島からは小学生 行われ︑入賞者は次のとお
りです︒
︿小学４年生﹀軽量級
準優勝＝風間大熙︑第３位
＝沖山雄冴︑佐久間夢良斗
︿小学４年生﹀重量級
第３位＝椎野太智
︿小学５年生﹀軽量級
準優勝＝荒木渉志
︿中学２年生﹀軽量級
第３位＝奥山敬太
︿中学生女子の部﹀準優
勝＝伊藤亜由実
19

など大勢の観客から温かい
拍手が送られていました︒

大会に参加した小中学生

12

12

57

よく寝てよく飲み
よく笑い、元気いっ
ぱい！ いぶし銀
なカッコいい男に
なってね！

三宅島火山ガス濃度情報サービス

対象・参加費・定員
実施場所
時間

大路池
北側桟橋
12月
10:00〜
3日㈯・4日㈰
13:00

大路池水鳥
スポット観察会

24

保小中高合同
音楽会を開催
13

実施日
イベント名

16

月 日︑２年に一度の
三宅村保小中高合同音楽会
が三宅中学校体育館にて開
催されました︒
園児・児童・生徒たちは練
習してきた歌や楽器演奏を
一生懸命に披露し︑保護者

大路池で休む「オオハクチョウ」
（11月９日現在）

69

10

11

12

10

28

(4)

2016年（平成28年）12月1日

け
や
み
報
広
（第561号）

