個人表彰

実

伊豆分団

副分団長

池 田

裕 次

東京都消防協会定例表彰 平成28年３月31日受章

功労章

浅 沼

実

伊豆分団

部

長

池 田

将 範

阿古分団

副分団長

松 下

隆 一

坪田分団

副分団長

勝 見

吉 信

平成29年村長表彰

勤続章25年

東京2020オリンピック・パラリンピック
スポーツクライミング競技事前キャンプ誘致

櫻田村長ら都に要望書提出

大人の仲間入りした新成人

14

部

長

村 上

康

阿古分団

部

長

長谷川

新 一

三宅島文化会発表会

２月１１日㈯、
１２日㈰に開催

11

日本消防協会定例表彰 平成28年３月８日受章

精積章

22

神着分団

中活一郎消防団課長︑谷寿
文議長や渡邊俊夫支庁長︑
諸石明警察署長︑関係団体
代表者の方々が出席しまし
た︒
式中では︑来賓祝辞や功
績のあった団員への表彰が
行われました︒

優良章

25

消防庁長官永年勤続功労章 平成28年３月９日受章

平成 年三宅村成人式を挙行

浅 沼

29

新成人が感謝と決意を力強く語る

▽申込締切＝２月 日㈬
▽会場＝三宅村コミュニ くため︑坂などを楽に登る
▽参加費＝５００円
ことができ︑体力に自信の
ティセンター
▽申し込み・問い合わせ
問い合わせは三宅島文化 無い方でも安心してウォー
キングを楽しむことができ ＝三宅島観光協会窓口にて
会☎②１２３９︵穴原︶
お申し込みください︒☎⑤
ます︒
当日は東京都ノルディッ １１４４︒
三宅島ＧＥＯ
ク・ウォーク連盟の指導員
ノルディック
によるノルディッ
ウォークツアー
クポールの使い方
参加者を募集中 講習会も開催︒ノ
ルディックウォー
クが初めての方で
も安心してご参加
いただけます︒
詳細は折り込み
チラシをご覧くだ
さい︒
▽開催日＝２月
日㈯

三宅村消防団出初式を挙行

副分団長

11

12

功績のあった団員表彰

神着分団

29

東京都知事消防褒賞 平成28年10月27日受章

２月 日㈯にノルディッ
クウォークツアー︵主催＝
三宅島観光協会︶を開催し
ます︒ノルディックウォー
クは上半身も使った全身運
動となるため︑通常のウォ
ーキングに比べて運動効果
が高いのが特徴︒
また︑腕の力を使って歩

平成29年三宅村消防団出初式表彰者名簿一覧

人ひとりから自己紹介と抱
負が述べられました︒進路
や就職の報告︑将来の目標
など個性豊かなメッセージ
となりました︒
会場には恩師からのお祝
いの言葉などが掲示され︑
久しぶりの再会に笑顔で話
をしたり︑互いに写真を撮
り合ったりと︑和やかな成
人式となりました︒
三宅島文化会
が今年も発表会
を開催します︒
書道・絵画・
写真・手芸品や
華道の展示のほ
か︑茶道コーナ
ーでは茶席を用
意してお待ちし
ています︒舞台
では︑合唱や演
奏が披露され︑
日㈯の夜には
﹁音楽の夕べ﹂
も予定されています︒
▽日時＝２月 日㈯午後
１時〜午後８時︑ 日㈰午
前９時〜午後４時

出初式

勤続章

１月８日︑新春恒例の
﹁平成 年三宅村消防団出
初式﹂が三宅村コミュニテ
ィセンターにて挙行されま
した︒
式には︑検閲官である櫻
田昭正村長をはじめ︑来賓
として東京消防庁防災部田

副分団長

神着分団

（外国人含む）

2017.2.1（平成29年）

29

﹁平成 年三宅村成人
式﹂が１月３日に三宅村文
化会館にて挙行されまし
た︒参加した男性６人︑女

した︒
新成人あいさつでは︑新
成人代表の山田塁さんが︑
﹁私たちはこの自然豊かな
三宅島で暮らし︑２０００
年の噴火からの復興ととも
に成長してきました︒この
三宅島への想いは人それぞ
れでありますが︑この三宅
島が私たちの育った場所
で︑まぎれもなく故郷であ
ります︒こうして成人式を
迎えられたことは︑島の
人々の助けがあったからで
す︒今日の感謝の気持ちと
成人としての決意を忘れ
ず︑力強く︑やさしく︑た
くましく︑そして楽しく生
きていきます︒﹂と︑力強
い言葉を述べました︒
次に杉山教育委員から新
成人代表の野口萌さんに記
念品が贈呈されました︒
今年も出席した新成人一

ることを説明するととも
に︑自然に囲まれ集中して
トレーニングすることがで
きる環境の優位性などを強
調し︑誘致に向けて協力を
要請しました︒
また︑島嶼地区での事前
キャンプの実現により島嶼
地区を含む東京都全体の気
運醸成につなげていきたい
として支援を要望しまし
た︒
塩見局長からは︑﹁東京
都としても協力していきた
いと考えている﹂というお
言葉をいただきました︒
16

25

池 田 裕 次

副分団長

伊豆分団

廣 之

土 屋

長

班

阿古分団

昇 三
沖 山
副 団 長
団本部

性８人︑合計 人の新成人
の皆さんはスーツや振り袖
に身を包み晴れやかに大人
の仲間入りをしました︒
式典では︑ピア
ノ伴奏による国歌
斉唱のあと︑島村
幸明教育長が式辞
で﹁新成人の皆さ
ん一人ひとりが三
宅村の大切な宝で
す︒皆さんが持っ
ているその若い力
で︑困難に立ち向
かって︑美しいふ
るさと﹃みやけ﹄
の将来を担って行
くことを期待しま
す︒﹂と激励し︑
続いて櫻田昭正村
長︑谷寿文議長︑
渡邊俊夫支庁長ら
来賓の方々がお祝
いの言葉を贈りま
櫻田昭正村長︑谷寿文議
長︑広瀬久雄東京都町村会
副会長︵御蔵島村長︶は︑
１月 日㈪東京都オリンピ
ック・パラリンピック準備
局を訪問し︑小池百合子東
京都知事宛ての﹁東京２０
２０オリンピック・パラリ
ンピック大会におけるスポ
ーツクライミング競技事前
キャンプ誘致に関する要望
書﹂を塩見清仁局長に提出
しました︒
三宅村レクリエーション
センターについて︑公営と
して国内最大級の施設であ
塩見局長に要望書を渡す櫻田村長、
広瀬都町村会副会長、谷議長

☎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

.563

２月号

2,583人 （−９人）
1,681世帯（±０世帯）
平成29年１月１日現在
※カッコ内は前月１日比

▽場所＝東京都島しょ農
林水産総合センター三宅事
業所
▽申し込み＝東京都島し
ょ農林水産総合センター☎
⑥１４１４
認定新規就農者・認定農
業者申請
▽提出先＝観光産業課農
林水産係
▽提出期限＝２月 日㈫
問い合わせは観光産業課
農林水産係☎⑤０９９２︒

短時間であれば夜間低温に
あたっていても︑日中高温
にあたることでトウ立ちが
打ち消されることがありま
す︵脱春化といいます︶︒
トンネルは日中の最高気
温を上げることで︑春化を

にくい﹂
﹁晩抽性﹂などと書
かれている種を選びましょ
う︒また︑不織布や透明な被
覆資材を使用した︑﹁べたが
け﹂や﹁トンネル栽培﹂も効
果的です︒一定期間低温が
続くと花芽ができますが︑

り︑春が近づくこの季節に
栽培する野菜では特に注意
が必要です︒
トウ立ちを防ぐには︑ト
ウ立ちしにくい品種を使う
ことが重要です︒冬に種を
まく栽培では﹁トウ立ちし

こります︒植物によって条
件は異なりますが︑多くの
野菜は低温が続くと花芽が
でき︑その後の高温かつ日
が長い条件の下で花芽が発
育し開花します︵春化とい
います︶︒寒い冬が終わ

春のキャベツやダイコン
で︑収穫前に花が咲いてし
まうことはありませんか︒
これはトウ立ち︵正式に
は﹁抽苔﹂︶と呼ばれる現象
で︑生長点に葉ではなく花
芽ができ︑その花芽が発育
してしまうために発生しま
す︒トウ立ちすると︑キャ
ベツのような結球する野菜
は丸まらなくなります︒ま
た︑ダイコンなどの根菜類
は花芽に栄養を取られてし
まうため根の成長が止まっ
たり︑
﹁ス﹂が入って味が落
ちたりします︒
トウ立ちは︑植物が温度
や日の長さなどある一定の
条件で過ごすことにより起

トックマネジメント事業︑
笠地・西原農業用水施設整
備︑阿古荷捌き施設新設工
事︑定置網新規設置事業な
どが追加されました︒１月
日︑浅沼会長より櫻田村
長へ答申されました︒

日から

島しょ

委員から質疑などが多数挙
がりました︒
今回︑新規事業としてみ
やけ保育園施設整備や防災
行政無線管理︑三宅村消防
団員防火衣購入︑笠地農業
用水地下水調査︑八重間ス

３月

道路交通法が改正

合や︑医師の診断書を提出
しない場合には︑運転免許
の取消しまたは停止となり
ます︒
▽高齢者講習の見直し
更新時の認知機能検査の
結果により︑高齢者講習の
内容・時間が変わります︒
① 歳未満の方は高齢者
２時間講習
② 歳以上の方で認知機
能検査結果が︑﹁認知機能
が低下しているおそれがな
い方︵第３分類︶﹂は高齢
者２時間講習
③ 歳以上の方で認知機
能検査結果が︑﹁認知機能
が低下しているおそれがあ
る方︵第２分類︶﹂と﹁認
知症のおそれがある方︵第
１分類︶﹂は高齢者３時間
講習となります︒
準中型免許関係
▽準中型自動車・準中型
免許が新設
貨物自動車による交通死
亡事故の削減と︑若年者の
３月 日から道路交通法
が改正されます︒
高齢運転者関係
▽臨時認知機能検査・臨
時高齢者講習制度が新設
歳以上の運転免許を持
っている方が︑認知機能が
低下した場合に行われやす
い一定の違反行為をした場
合︑臨時の認知機能検査を
受けることになります︒こ
の臨時認知機能検査結果に
より︑﹁認知機能が低下して
いるおそれがある︵機能低
下︶
﹂
と判断された場合には
臨時高齢者講習を受けるこ

とになります︒
※一定の違反行為︵ の
基準行為︶とは︑信号無
視︑通行禁止違反︑通行区
分違反︑進路変更禁止違反
などです︒
▽臨時適性検査制度の見
直し
検査制度の対象が見直さ
れ︑﹁医師の診断書提出命
令﹂制度が新設されます︒
更新時および臨時認知機能
検査で︑﹁認知症のおそれ
がある︵第１分類︶﹂と判
定された場合︑臨時適性検
査の受検または医師の診断
書の提出が命ぜられます︒
※臨時認知機能検査や臨
時高齢者講習を受けない場

﹁トウ立ちの防ぎ方﹂

総合センター通信

水 農
産 林

認定農業者になりませんか

内容を村の基本構想に照ら
して村が認定し︑認定を受
けた者は国・都・村の支援を
活用することができます︒
青年等就農計画・農業経
営改善計画の作成にあた
り︑個別相談会を開催しま
すので︑希望される方は都
合の良い時間帯を予約して
ください︒
個別相談会
▽日時＝２月１日㈬から
日㈫

三宅村総合開発委員会開催

会長に浅沼徹哉 氏を選任

10

① 青 年︵原 則 歳 以 上
歳未満︶︑②特定の知識・技
能を有する中高年齢者︵
歳未満︶
︑③右記の者が役員
の過半数を占める法人︒
認定農業者
創意工夫によって農業経
営の改善を図ろうとする意
欲ある農業者を支援するた
めの制度です︒５年後の経
営目標とその達成に向けた
方策を記載した青年等就農
計画・農業経営改善計画の

稔彦

24

打ち消す効果があります
が︑高温や多湿になりすぎ
ないよう︑定期的に換気を
する必要があります︒あら
かじめ通気穴の開いた資材
もあります︒
トウ立ちしてしまうと
元々の野菜は商品価値がな
くなってしまいますが︑発
育した花芽はナバナのよう
に食べることができます︒
特にハクサイの花芽はおい
しいと言われますので︑機
会があれば食べてみてはい
かがでしょうか︒
農作物や病害虫の試験に
対する要望がありました
ら︑当センターまでご相談
ください︒☎⑥１４１４︒

雇用促進のため︑普通自動
車︑中型自動車︑大型自動
車に加えて︑車輌総重量
３・５㌧以上７・５㌧未満
などの﹁準中型自動車﹂が
新設され︑これに対応する
免許として 歳以上の者が
取得できる﹁準中型免許﹂
が新設されます︒
※改正前の普通免許また
は中型免許を受けている方
は︑改正後も同じ範囲の自
動車を運転することができ
ます︒
問い合わせは警視庁運転
免許本部☎
６７１７
３１３７︵代表︶︒

人事異動 ︵１月１日付︶

︻主事級︼村民生活課福
祉係＝有野千鶴︒
︻新規採用︼総務課防災
危機管理係＝関口祥太︑村
民生活課保健係＝室矢菜乃
花︑村民生活課福祉係＝村
島雄也︒

︻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

28

平成 年度三宅村総合開 され︑櫻田村長より諮問さ
発委員会が 月 日に開催 れた第５次三宅村総合計画
︵平成 年度策定︶の カ
年事業実施計画の見直しに
ついて審議されました︒
会議では︑会長と副会長
の選任があり︑会長に浅沼
徹哉氏︑副会長に石井節美
氏が選ばれ︑あいさつがあ
りました︒その後︑事務局
より変更のあった事業や新
規事業の説明が行われ︑各
状況が続いています︒
村では昨年より︑人口減
少克服を目指した地方創生
事業により︑島暮らし体験
事業︑ふれあい交流事業︑

吉田

島暮らしの魅力を発信

いづくり︑③コミュニティ
づくり︑④快適な暮らしづ
くり︑⑤災害に強い島づく
り︑⑥自然と共生した産業
基盤づくり︑⑦島づくりの

みんなの
コ ラ ム

櫻田村長に答申書を手渡す
浅沼会長（左）

に定住していただくことで
人口減少に歯止めをかけて
いきたいと思います︒
特に地域おこし協力隊の
活動では︑情報発信手段の
フェイスブックを活用して
島暮らし情報や移住者や島
で働く方のインタビューな
どの掲載を進めており︑今
後も三宅島の暮らしの魅力
をより一層ＰＲしていきた
いと考えておりますので︑
島内の求人情報や魅力ある
情報などがございましたら
ぜひお知らせいただければ
と思います︒

18

28

地域おこし協力隊導入など
を実施し︑定住人口の増加
に努めております︒今後も
事業の拡大︑新たな事業を
検討し︑三宅島への新しい
人の流れを作り︑その方々

12

45

三宅村役場 企画財政課長

推進などを基軸とした各主
要施策を実施しております
が︑平成 年度から平成
年度までの 年間の実施計
画の半ばとなる現在︑人口
減少に歯止めのかからない

12

18

03

28

国︑都︑村の支援を活用できます

12月13日

２月は後期高齢者医療保険料︑
保育料︑
固定資産税

75

75

75

75

20

認定新規就農者
効率的かつ安定的な農業
の担い手に発展するような
就農を促進するため︑新た
に農業経営を営もうとする
青年等を支援する制度で
す︒対象者は三宅村の区域
内において新たに農業経営
を営もうとする青年等︵農
業を開始して５年以内の青
年等を含む︒認定農業者を
除く︶で︑次のいずれかに
当てはまる方です︒

村長室だより

65
33

平成28年12月11日から
平成29年１月10日まで

第５次三宅村総合計画の
基本構想では︑島の喫緊の
課題︑特に島内若年層およ
び︑Ｉ・Ｕ・Ｊターン者の
定住化を促進し︑本村の定
住人口減少に歯止めをかけ
るため︑基本構想の基本理
念︑基本方針の①島に誇り
と愛着をもつ人づくり︑②
島の文化を発信する生きが

24

12

18

朝日新聞取材、東京都島しょ
保健所総務課長来庁対応
14日・15日 平成28年第４回三宅
村議会定例会出席
16日 阿古地区急傾斜地対策要
望活動出席
19日 環境省関東地方事務所国
立公園課職員来庁対応
20日 三宅村総合開発委員会出席
22日 平成29年度離島振興関係
事業予算確保対策合同会
議、離島振興関係国家予
算対策運動、離島振興懇
談会出席
23日 三宅島警察署餅つき会出席
１月３日 成人式出席
６日 公明党東京都本部「新春
賀詞交歓会」出席
８日 三宅村消防団出初式出席
９日 三宅島柔剣道連盟鏡開き出席

10

(2)
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金︑シルバーパス︑自立支
援などの申請の際︑必要と
なる住民税の課税・非課税
証明書の交付が受けられま
せんのでご注意ください︒

また︑本年より市町村民
税申告書の提出にはマイナ
ンバー︵個人番号︶の記載
と本人確認書類の提示また
は写しの添付が必要となり
ますのでご注意ください︒
問い合わせは企画財政課
税務係☎⑤０９８３︒

こども心理発達相談のお知らせ
こどもの心理発達相談を
行います︒お子さんの発
育・発達で心配なことがあ
りましたらご相談くださ
い︒
例えば︑﹁言葉が遅い﹂
﹁病院や歯医者を怖がる﹂
﹁思い通りにならないと激

災

中央診療所長

和田

陽之介

害対策への取り組み まとめ

時間自動音声案内☎０４９９４⑥０８１３︒
24

けるためには保険料の納付
済期間や免除期間などが
年以上必要となり海外に在
住する日本国籍を持つ方
も︑国民年金に任意加入
することができます︒
年金に関するお問い合
わせは︑港年金事務所☎
５４０１ ３２１１ま
たは村民生活課保健係☎⑤
０９０２︒

︻防災行政無線︼放送内容を確認したい場合は

国民年金

付済期間が 年間に満たな
ご存知ですか？国民年金
い場合は︑ 歳から 歳に
の任意加入制度
なるまでの間に国民年金に
歳から受けられる老齢 任意加入して保険料を納め
基礎年金は︑ 歳から
みんなの
歳になるまでの 年間保
険料を納めなければ︑満
額の年金を受け取ること
ることにより︑満額に近づ
ができません︒
国民年金保険料の納め忘 けることができます︒
なお︑老齢基礎年金を受
れなどにより︑保険料の納

平成 ・

参加資格審査申請を受付

【問い合わせ】
新中央航空㈱三宅島空港
☎04994‑6‑0006

65

03

力を賜り厚く御礼申し上げ
年度建設工事等入札
ます︒引っ越しの季節が近
づいてまいりました︒転
入・転出される方は水道の
２ 封 筒 ︵ 返 信 用 切 手 を 貼 開始・停止の申し込み忘れ
付︶を必ず同封︒受付票は が無いように早めの水道手
続きをお願いします︒水道
書類審査終了後に返送︒
受付期間以降も随時受付 の手続きは地域整備課水道
を予定していますのでお問 係または各出張所でお申し
込みください︒
い合わせください︒
また︑水道料に未納のあ
問い合わせは企画財政課
る方は早急にお支払いくだ
財政係☎⑤０９８８︒
さいますようにお願いしま
す︒著しく滞納されている
転入出の時は
方は給水停止となりますの
水道の手続きを
でご注意ください︒
問い合わせは地域整備課
三宅村簡易水道事業につ
いて多大なるご理解とご協 水道係☎⑤０９８９︒

75.9％

60

平成 ・ 年度建設工事
等競争入札参加資格審査の
申請受付を次のとおり行い
ます︒
▽申請方法＝三宅村ホー
ムページで提示資料などの
詳細を確認し︑申請書様式
をダウンロードして印刷の
上︑必要事項を記入し提出︒
▽申請受付期間＝２月１
日㈬〜２月 日㈬
▽提出先＝企画財政課財
政係へ持参または郵送︒郵
送の際は受付票返送用の角

昨年︑災害対策への取り の集約が日頃から重要であ
組みと題して︑以下の４つ るかを取り上げました︒災
の内容について︑記載させ 害時には︑医療情報が乏し
い状況で医療が行われるた
ていただきました︒
その１では︑災害医療の めに︑適切かつ円滑に医療
現 場 で ︑ 用 い ら れ る ﹁ Allを実践するには今までの医
︵オール ハ 療情報を把握しておく事が
Hazard Model
ザード モデル︶﹂
という概 大切である事︑そして︑三
念と﹁連絡カード﹂の作成 宅島では診療所のカルテが
について取り上げました︒ その情報源となるため日頃
特に﹁連絡カード﹂につ から他院受診時の医療情報
いては︑有事の際に備えて を診療所に集約する利点に
どなたに連絡をするか︑家 ついて記載しました︒
その４では︑情報の集約
族や親戚︑困った時に連絡
してもらいたい人の連絡先 の中で︑お薬の情報が災害
を記録し︑準備しておく事 時だけでなく︑日頃の診療
でも有用な情報である事を
について述べました︒
その２では︑﹁トリアー 取り上げました︒
上記内容が︑村民の皆さ
ジ﹂という概念を取り上げ
ま し た ︒ ﹁ ト リ ア ー ジ ﹂ まの災害対策の一助になれ
は︑ナポレオン時代の戦陣 ば幸いです︒
また︑万一の災害時に備
医療から端を発し︑傷病者
を重症度に応じて分類し︑ えて︑診療所では村民の皆
重傷者から対応するという さまに適切な医療が提供出
来るよう︑引き続き対策を
システムのことでした︒
その３では︑情報の集約 練り︑訓練を繰り返して︑研
と題して︑いかに医療情報 さんを積んでまいります︒

搭乗率

就航率

粗大ゴミなどは
適正な処理を

95.7％

三宅
⇒調布

38.6％

調布
⇒三宅

30

25

の意見・感想・要望などを
広報からのお知らせ
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 日ごろまでにメ 企画情報係☎⑤０９８４︑
ールまたはＦＡＸで内容と Ｆ Ａ Ｘ ⑤ ０ ９ ３ ２ ︑
連絡先を下記まで送付して
miyake03@miyakemura.com
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ん

航空機の運航状況

20

40

60 40

宅村では回収︑引き取りを 目の出し方など詳しくはＩ
おこないません︒家電四品 Ｐ端末︑三宅村のＨＰに記
載がございますのでそちら
をご覧ください︒
またタイヤ︑自動車部
品︑バッテリーなどを処分
する際は購入・買い替えし
た小売業者や自動車用品販
売店などにお問い合わせを
お願いします︒
その他にごみの出し方な
どでご不明な点がございま
したら左記までお問い合わ
せください︒
問い合わせは地域整備課
環境整備係☎⑤０９３８︒

10

29

三宅島内の収集場所に粗
大ごみなど回収できないご
みが捨てられています︒
三宅村では粗大ごみの回
収は行っておりませんの
で︑三宅村クリーンセンタ
ーまで直接持ち込みをお願
いします︒
家電四品目︵テレビ・エ
アコン・冷蔵庫・洗濯
機︶︑パソコンはリサイク
ルが義務付けられおり︑三

収集場所に捨てられた粗大ごみ

29

30

15

14

15

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)
23日㈭ Ｂ型肝炎
小児用肺炎球菌、ヒブワクチン同時接種
(14:40〜14:50)
水痘
(14:40〜15:00) 【中央診療所】

65

28

定期予防接種
ＤＰＴ‑ＩＰＶ (14:30〜14:40)
日本脳炎１期 (14:40〜15:00)
16日㈭
ＭＲ
(15:00〜15:20)
日本脳炎２期・ＤＴ２期
(15:20〜15:40) 【中央診療所】

15

問い合わせ先

（H28.12.1〜12.31）

【伊豆避難施設】

14日㈫ 乳幼児健康診査

40

29

15

15

の納付月︒
２月 日㈫までに納めてください︒

９日㈭ 特設登記所開設（9:00〜12:00）【役場臨時庁舎】

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。

28

住民税の申告は３月 日㈬まで

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

８日㈬

しく泣いたり︑怒って手が
かかる﹂など︒専門の心理
相談員が相談に応じます︒
▽対象者＝１歳６カ月健
診修了者から就学前までの
お子さんとその保護者
▽実施日時＝２月 日㈬
①午前９時②午前 時︵
分程度︶
▽場所＝阿古福祉会館
▽申し込み期間＝２月８
日㈬まで
申し込み多数の場合は次
回の４月に調整させていた
だくこともあります︒
申し込み・問い合わせは
村民生活課保健係☎⑤０９
０２︒
◆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】

住民税申告は︑平成 年
年の収入の有無などをお住
まいの市区町村︵平成 年
１月１日現在︶に届け出る
もので︑収入が全くない方
も申告の必要があります︒
申告方法は村のホームペ
ージをご覧になるか︑企画
財政課税務係までお問い合
わせいただき︑３月 日㈬
までに同係へ申告してくだ
さい︒
申告内容は国民健康保険
税などの算定資料として使
用します︒申告がないと村
営住宅や児童手当︑医療費
助成制度︑保育園︑公的年

２月の生活カレンダー

▽診療日＝２月 日㈫午
整形外科専門診療を中央
診 療 所 で 行 い ま す ︒ 受 付 前および午後︑２月 日㈬
は︑診療当日に行います︒ 午前のみ
※詳細につ
受診者多数の
整形外科専門
いてはＩＰ告
場合は︑受付
診療を実施
知端末をご覧
を早めに終了
することもありますので︑ ください︒
問い合わせは中央診療所
ご注意ください︒
☎②００１６︒
▽場所＝中央診療所
後期高齢者医療保険料（第８期）、保育料（２月
分）、固定資産税（第４期）の納期限

28日㈫

（第563号）

け
や
み
報
広
2017年（平成29年）2月1日
(3)

つきたての熱い餅は参加
餅つき大会開催
した人たちの口をおいしく
三宅島警察署
満たし︑充実した楽しいひ
月 日︑三宅島警察署 とときとなりました︒
で恒例の餅つき大会が行わ
れ︑警察署に餅をつく音と
参加者の歓声が響きました︒
署員の手で蒸されたもち
米が運ばれた後︑子どもた
ちが来賓や署員とその家
族︑参加住民らと一緒にな
って次々と餅をつきあげま
した︒

82
２月の小・中学校予定
︻小学校︼
１日㈬＝村民の日
３日㈮＝三宅村教育研究発
表会
日㈭＝中 学 校 体 験 入 学
︵小６︶
日㈯＝学校公開
︻中学校︼
１日㈬＝村民の日
３日㈮＝三宅村教育研究発
表会
日㈯＝みなかみ
11

７日㈫〜

三宅島自然だより

︻芥川賞︼

17

山下澄人著

新潮社

体験学習︵中２︶
８日㈬＝職場訪問︵中１︶
日㈪〜 日㈮＝学校公開
日㈪〜３月１日㈬
＝学年末考査
問い合わせは三宅村教育
委員会☎⑤０９５２︒
︻新着本の紹介︼
図書館には毎月新しい本
が配架されています︒
今回紹介する本は︑１月
日に発表された第１５６
回芥川賞・直木賞の受賞作
です︒
27 13

﹁しんせかい﹂

﹁自然情報満載
﹃ミヤケンシス﹄
﹂

︻直木賞︼

﹁蜜蜂と遠雷﹂
恩田陸著

幻冬舎

受賞作の他に︑直木賞候
補作も配架しています︒

︻直木賞候補作品︼

新潮社

文藝春秋

﹁ 十二人の死にたい
子どもたち﹂
冲方丁著

垣根涼介著

﹁室町無頼﹂

須賀しのぶ著

小学館

祥伝社

﹁また︑桜の国で﹂

森見登見彦著

﹁夜行﹂

読書で寒さを乗り切りま
しょう︒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

現代︵いま︶を知り
未来を考える

﹁陳列﹂して過去を懐かし
み︑先人たちの遺産に感心
するだけでなく︑貴重な資
料を一つ一つ丁寧に﹁整
理﹂﹁分類﹂して公開して
いくことにより︑現在のわ
たしたちの暮らしを知り︑
ふるさと三宅島の将来を考
える手掛かりとなることを
目指しています︒
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。

り

あ い

お き や ま

20

【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/

沖山 愛莉 ちゃん

メッセージ

だけではありません︒三宅
島のお年寄りからお話しを
聞き︑それを整理してまと
めて﹁オーラルヒストリー﹂
という形にしています︒
その時代を生きてきた
方々の﹁体験﹂が語られる
とき︑昭和 年代の離島ブ
ーム︑もっとさかのぼり︑昭
和 年代から 年代の三宅
島の生活と暮らしが︑鮮や
かによみがえって来ます︒
三宅島郷土資料館では︑
郷土資料を単に﹁蒐集﹂し︑

三宅島火山ガス濃度情報サービス

W

S

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
業としてさまざまなプログ
ラムを進めています︒その
一つに︑郷土資料の公開・
保存作業があります︒
これは︑神奈川大学常民
文化研究所と連携して︑郷
土資料館の収蔵品を一つ一
つ写真に撮り︑分類整理す
るという︑大変時間のかか
る地味な作業です︒常民文
化研究所の研究者と資料保
存の専門家とともに︑毎年
神奈川大学から 人程の学
生さんが参加して行ってい
ます︒郷土資料の保存は︑
古文書や民具などの﹁もの﹂

笑顔をいっぱいありが
とう！
たくさん遊んで、のび
のびすくすく成長して
いきますように☆

収蔵品の分類整理作業

E

誕生日：平成28年
３月４日（伊ケ谷）
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23

せて手を伸ばして取りまし
盛大に﹁船祝い﹂
た︒正月の恒例行事は今年
豊漁と安全祈願
も大盛況のうちに終わりま
新年の豊漁と安全を﹁船 した︒
霊様﹂︵ふなだまさま︶に
祈願する﹁船祝い﹂が１月
２日に大久保︑湯の浜︑坪
田︑阿古の各漁港で盛大に
行われました︒
当日は晴天に恵まれ︑船
主たちが勢いよくミカンや
おひねりなどをまき始める
と︑訪れた人たちは押し寄
19

10

16

18

19

る海水魚︑ウミガメの産卵調
査の報告︑島内の植物の開花
時期や昆虫の出現時期などな
ど︑ほかにもさまざまな三宅
島の自然情報を紹介していま
す︒
さらにバックナンバーで
は︑島のお年寄りから教わっ
た昔の三宅島の生活︑故ジャ
ック・Ｔ・モイヤー先生の思
い出をまとめた号もありま
す︒
もちろんバックナンバーも
無料で配布しています︒興味
を持たれた方はお問合せくだ
さい︒

3月11日㈯に三宅島自然ふれあい大使の2代目「江戸家小猫」さんにも
参加いただき、楽しいお話を交えながらアカコッコ調査の報告会やアカ
コッコ保護を考える会を開きます。また、翌12日㈰にはアカコッコの
好む森づくり作業を行います。詳細は次号をご覧ください。
イベント情報

30

！

臼と杵を使った本格的な
餅つき

現在︑アカコッコ
館では年度報告書
﹁ミヤケンシス﹂の
最新 号＝カット＝
を無料配布していま
す︒ミヤケンシスは
年に１回発行してい
る冊子で︑レンジャーや研究
者︑自然ガイドによる三宅島
の生きもの調査の報告やアカ
コッコ館のイベント報告など
を掲載しています︒
例えば︑大路
池や長太郎池な
どで毎月実施し
ている野鳥や海
水魚の調査や今
までに島で確認
された２７０種
以上の野鳥の紹
介︑長太郎池や
土方海岸の潮だ
まりで記録のあ

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

59
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子どもたちは大勢の観客の
三宅島 柔 剣 道連盟
前で少し緊張しながらも新
新 春の鏡開 き開 催
春に相応しい熱気溢れる試
１月９日に新春恒例とな 合が繰り広げられました︒
った三宅島柔道連盟と三宅
島剣道連盟合同の﹁平成
年三宅島柔剣道連盟鏡開
き﹂が開催されました︒
開会式前には子どもたち
や保護者︑指導員らによっ
て餅つきが行われ︑つきた
ての餅が来賓らに振舞われ
ました︒また︑会場内では
昨年の活動報告をまとめた
映像集が披露され︑子ども
たちの活躍が紹介されまし
た︒
柔道は主に紅白戦︑剣道
は親子試合などが行われ︑
29

手を伸ばしてまかれた
物を取る人たち
写真に納まる柔剣道のメンバー

(4)
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