﹁村民の日﹂綱引き大会開催

チームが総当たり戦
30

中学生による白熱する綱引き
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自治功労者表彰

三宅村島暮らし体験事業

全国

◇中小企業発達功労＝木
平成 年三宅村功労者表彰式が﹁村民の日﹂の２
村吉行︵坪田︶︑鈴木アヤ
月１日㈬午前 時から三宅村役場臨時庁舎において
子︵神着︶︑築穴辰雄︵阿
行われ︑﹁各界の功労者﹂に表彰状と記念品が贈ら
古︶︑山田和快︵阿古︶︑
れました︒
故筑波榮一郎
◇徳行＝株式会社伊豆緑
式典は︑三宅支庁長︑三 ︵伊ヶ谷︶
◇農林水産功労＝沖山文 産︑佐久間文夫︵坪田︶
宅島警察署長︑三宅村議会
◇感謝状＝安藤双惠︵島
議員をはじめ︑三宅村の経 雄︵阿古︶︑平松一成︵神
外︶
済団体や各地区自治会など 着︶
の代表者や多数の来賓が出
席し︑櫻田昭正三宅村長の
町村議会
式辞に始まり︑表彰状等贈
議 長 会
呈︑谷寿文三宅村議会議
長︑渡邊俊夫東京都三宅支
谷議長︑曽我部事務局長
庁長の祝辞のあと︑受賞者
２月８日の全国町村議会 ために大きな役割を果たし
を代表して平野辰昇さんか
ら謝辞が述べられて閉会し 議長会第 回定期総会にお た方が表彰されるものです︒
谷議長は平成 年２月の
いて︑三宅村議会の谷寿文
ました︒
受 賞 者 の お 名 前 ︵ 敬 称 議長と曽我部宏一議会事務 村議会議員当選から 年以
局長が自治功労者表彰を受 上在職し︑現在は議長を務
略︶
められ︑曽我部局長は議会
◇ 自 治 功 労 ＝ 浅 沼 徳 廣 章しました︒
自治功労者表彰は町村議 事務局長として 年以上の
︵伊豆︶︑平野辰昇︵阿古︶
◇ 文 化 功 労 ＝ 仁 平 喜 長 会議員および町村議会事務 長きにわたり在職して︑円
局職員で︑議会活動などを 滑な議会運営に尽力した功
３本引きで先に２勝した方 通じ地方自治の振興発展の 績が認められました︒
が勝ち︶の総当たり戦で行
われました︒
大会結果は次のとおり︒
︻小学生の部︼優勝＝１
つのみかん︑準優勝＝宮崎
参加者６人が就業体験など
ブラック３︑第３位＝ブル
２月９日
ーアイランド︻中学生の部︼
から２月
優勝＝紅組︵チームハッピ
日まで４回
ー・チームポジティブ︶︑準
目となる
優勝＝白組︵スッといこう・
﹁三宅村島
パッといこう︶︻一般男性
暮らし体験
の部︼優勝＝音丸建設︑準
事業﹂を実
優勝＝支庁・男闘呼組︑第
施し︑島外
３位＝三宅島建設工業株式
から６人の
会社︻一般男女混合の部︼
方が参加し
優勝＝なわとび︑準優勝＝
ました︒
チーム三宅小︑第３位＝産
期間中は
業☆ファイターズ︑三宅高
宿泊施設︑
校Ｂ︑役場つなが〜る︒
観光協会で
大会にご協力いただいた
の就業体験
皆さん︑どうもありがとう
やあじさい
ございました︒
12

10

平成29年三宅村功労者表彰式
２月１日
村民の日

30

２月５日㈰午後１時 分 第５回綱引き大会﹂が開催
より︑都立三宅高等学校体 されました︒
出場チームは小学生の部
育館にて﹁三宅村村民の日
が５チーム︑
中学生の部が
４チーム︑一
般男性の部が
６チーム︑一
般男女混合の
部が９チーム
で︑応援の方
も含め多くの
皆さんにご参
加いただき︑
盛況な大会と
なりました︒
競技は 秒
１本引き︵一
般男性の部は

島野菜の収穫体験をする参加者

各界の12人と１団体を表彰
24

☎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

.564

３月号

（外国人含む）

2017.3.1（平成29年）

2,572人 （−11人）
1,675世帯（−６世帯）
平成29年２月１日現在
※カッコ内は前月１日比

写真に納まる平成29年三宅村功労者

29

10

15

第

回関東・東海花の展覧会

己さんのキキョウランが金
賞︵誠文堂新光社﹁農耕と
園藝﹂賞︶︑菊地直彦さん︑
菊地世紀さんのキキョウラ
ンが共に銅賞を受賞いたし
ました︒
このキキョウランは火山
ガスに耐性のある作目とし

キキョウランで金賞・銅賞

２月３日から２月５日ま
で︑池袋サンシャインシテ
ィにおいて﹁第 回関東・
東海花の展覧会﹂が開催さ
れました︒
この展覧会は︑関東から
東海地方までの１都 県の
花の生産者が切花や鉢物な

て導入された経緯があり︑
島内でも生産が増えていま
す︒金賞の評価を受けたこ
とで︑今後の三宅島花き園
芸がこれまで以上に注目さ
れることが期待されます︒
問い合わせは観光産業課
農林水産係☎⑤０９９２︒

11

どを出品し︑品質と商品性
を競う国内最大規模の伝統
ある花の展覧会です︒
三宅島からは︑６人の花
き園芸農家が丹精込めて育
てたキキョウラン６点が出
品され︑厳正な審査の結
果︑一般切花部門で平石和

66

た︒春や夏の島も見てみた
い︒今まで以上に三宅島に
興味を持つことができた﹄
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︒

金賞の「キキョウラン」と平石さん

66

の里︑保育園などの職場見
学のほか︑島野菜の収穫体
験︑島内各所の見学︑初午
祭や移住者交流会への参加
などを行いました︒
参加者からは﹃天候が荒
れやすい２月に来ることで
移住︵島暮らし︶について
現実的に考えることができ

15

ＮＰＯ司法過疎サポートネットワークでは
弁護士︑司法書士︑税理士︑土地家屋調査士
などの法律関係者による法律・税金等の無料
相談会を開催します︒
▽日時＝４月１日㈯午前９時〜午後４時
▽場所＝三宅村役場臨時庁舎３階会議室
詳細については︑あらためてＩＰ告知端末
でお知らせいたします︒
※ＮＰＯ司法過疎サポートネットワーク
は︑裁判所や法律家が存在せず住民の司法ア
クセスに制約のある地域において︑出張法律
相談や法律教室を行っている弁護士︑司法書
士︑税理士等の有志で構成している団体で︑伊
豆諸島全島で巡回法律相談を行っています︒
問い合わせは総務課庶務係☎⑤０９８１ま
たは︑ＮＰＯ司法過疎サポートネットワーク
☎
５９１９ ３５３０︒

企画財政課は企画情報
係︑財政係︑税務係の３係
で構成されており︑私は財
政係を担当しています︒担
当する業務は︑主に﹁財政
業務﹂として村の財政計画
の策定に関すること︑予算
の編成に関すること︑予算
の執行や調整に関すること
など︑村で実施する事業に

３月１日

雄一郎

適正な財産管理と 財 政 運 営

芳賀

平成 ・ 年度建設工事等
競争入札参加資格の切り替
えの年になりますので︑登
録を予定している事業者の
方はご注意願います︒
また︑普通財産として管

理している土地や建物につ
いては︑個人︑法人を問わ
ず払い下げやお貸しするこ
ともできますので︑ご希望
やご相談があれば︑お気軽
に財政係までご連絡いただ
きたいと思います︒
財政係は村民の皆さんと
直接係わる業務を行っては
おりませんが︑引き続き適
正な財産管理を行いつつ︑
島内で実施される各事業が
円滑かつ確実に行われるよ
う︑各種財源の確保や予算
の適正執行に努めてまいり
ます︒

23

10

気象庁では︑地震・津
波・火山・気象などについ
て多くの情報や観測データ
を公表していますが︑その
見方や利用方法がわからな
いと適切な防災対応や避難
対応をとる事ができない場
合があります︒気象庁で行
っている業務や防災気象情
報などの適切な利活用につ
いて気象庁ホームページで
も解説やリーフレットを掲

島しょ

総合センター通信

水 農
産 林

載しているところですが︑
直接手にとってご覧いただ
けるように村役場臨時庁舎
１階にリーフレットスタン
ドを設置しました︒ご自宅
に持ち帰り︑防災や減災に
活用してください︒
また︑各種リーフレット
の他に三宅島の火山活動の

２月 日に御笏︵おしゃ
く︶神社で節分祭の豆まき
が行われました︒
当日は天気にも恵まれ︑
島内からたくさんの人が訪
れました︒宮司︑禰宜︑神
社役員︑村長︑支庁長︑警
察署長︑七島信用組合三宅

御笏神社 節分祭
年男らが豆まき

状況をお知らせするために
火山活動解説資料︵月間︶
も置いていますのでご自由
にお持ちください︒
ご要望のパンフレットが
ない場合やご不明な点があ
れば３階火山防災連絡事務
所までお尋ねください︒

漁業調査指導船「やしお」

予約加入受け付け

申込書は役場・各出張所に
東京都市町村民交通災害共済
もございますのでご利用く
ださい︒
か
ら
︻申込方法︼加入申込書
﹁調査指導船やしお﹂
に必要事項を記入し︑会費
３月１日㈬より平成 年 ース
とともに村民生活課福祉係
Ａコース＝１０００円
年２回程度︑水産の話題 事 業 所 の 漁 業 調 査 指 導 船
度交通災害共済︵ちょこっ
または各出張所に提出して を島しょ農林水産総合セン ﹁やしお﹂について︑ご紹
Ｂコース＝５００円
と共済︶の予約加入の受け
︵印鑑不要︶
︻詳細︼各家庭に配布し ください︒
ター大島事業所よりお伝え 介いたします︒
付けを開始します︒
問い合わせは村民生活課 しています︒今回は︑大島
﹁やしお﹂は︑三宅島の
この共済は東京都の全市 ます加入申込書付パンフレ
漁業振興等を目的
町村が共同実施する公的な ットをご覧ください︒また︑ 福祉係☎⑤０９０４︒
に︑三宅島周辺の
共済制度です︒交通事故に
海洋観測や漁業取
遭われた方への見舞金とし
り締まり︑カツ
て住民の皆さんが会費を出 住宅用火災警報器の維持管理について
オ︑マグロ類やキ
し合い︑地域に助け合いの
住宅用火災警報器は︑平 交換しても他の部品の劣化
ンメダイの資源調
輪を広げる相互扶助を目的
成 年６月に新築住宅へ設 が考えられるため 年を目
査＝写真＝などを
とした制度です︒
安に交換をお勧めします︒
実施しています︒
︻会費︼選べる２つのコ 置が義務付けられ︑平成
問い合わせは三宅村消防
年６月以降は既存住宅を含
冬場を除く春先
む全ての住宅に設置が義務 本部☎⑥０１１９︒
から秋にかけ︑毎
付けられました︒新築住宅
月１週間程度阿古
へ設置が義務付けされてか 気象庁火山防災連絡事務所
漁港を拠点に活動
ら︑ 年以上が経過してお
していますので︑
役場 リーフレット
ります︒
村民の皆さまが見
１階 スタンド設置
住宅用火災警報器は電子
かける機会も多い
部品の劣化や電池切れなど
かと思います︒
で︑火災を感知しなくなる
現在の﹁やし
ことがあるため︑定期的に
点検を行って性能の維持管
理をしてください︒
住宅用火災警報器は電池
次に﹁管財業務﹂として
村有財産の管理や契約に関
することのほか︑村の監査
に関する業務なども行って
います︒特に平成 年度は

28日

三宅村役場 企画財政課
財政担当課長

みんなの
コ ラ ム

係る予算の配分や調整︑各
種財源の確保を行っていま
す︒村財政の状況につきま
しては︑６月と 月の年２
回﹁村財政のあらまし﹂と

27日

して村の予算や決算の見込
みなどについて︑広報の折
り込みを通じてお知らせし
ておりますので︑お手元に
届きましたらご一読をお願
いします︒

お﹂は︑平成７年１月の竣
工以来︑今年１月で 年が
経過し︑老朽箇所が目立つ
ようになりました︒そこ
で︑今以上に効率的な支援
が行えるよう︑新しい船の
建造︵代船建造︶を計画し
ており︑現在設計を進めて
います︒新﹁やしお﹂は︑
現在の船より大きくなるこ
とで︑航行や船上作業の安
定化を向上させ︑さらには
高性能レーダーや新型ソナ
ーなどの最新調査機器を搭
載した船に生まれ変わりま
す︒これにより︑漁業調査
や監視活動のさらなる充実
を図っていくことが可能と
なります︒
この度の代船建造も含
め︑今後も三宅島の漁業振
興に寄与するための施策を
推進していきます︒
水産の試験研究に関する
問い合わせは大島事業所☎
０４９９２④０３８１︒

22

島支店支店長︑教育長︑水
原議員︑年男︑青年団長た
ちが豆だけでなく︑お菓子
などもまくと︑子どもも大
人もうれしそうに拾いまし
た︒

にぎわう御笏神社の節分祭

19日

18

︻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︒

12

18日

３月は後期高齢者医療保険料︑
保育料の納付月︒

設置されたリーフレットスタンド
（役場１階）

31日
２月１日

30

14日
16日

10

29

３日
５日
８日

29

25日

12

30日

29

12日
13日

東海汽船株式会社貨物部長来
庁対応
03
三宅村総合教育会議出席
地方創生市町村長トップセミ
ナー出席
三宅島警察署武道始式出席
東京2020オリンピック・パラ
リンピック競技大会における
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
活動出席
三宅村総合開発委員会答申提
出、Projectteam・3PLAY報
告書提出に伴う会長来庁対応
筑波大学大学院生命環境科学
研究科教授来庁対応
平成27年度東京都島嶼町村会
会計決算監査、平成28年度第
７回東京都町村長会議出席
平成29年度東京都予算要望に
対する東京都議会訪問出席
平成28年度東京都三宅支庁管
内連絡調整会議
（第１回）
出席
知事と市町村長との意見交換
会打合せ、平成28年度東京ク
ルーズセミナー出席
三宅村森林組合理事会出席
平成29年三宅村功労者表彰式、
希望の鐘を打ち鳴らす会出席
三宅島警察新旧署長来庁対応
村民の日記念綱引大会出席
東京都港湾局離島港湾部計画
課長来庁対応

１月11日

４月１日㈯村役場で開催
平成29年１月11日から平成29年２月10日まで

法律・税金の無料相談会
村長室だより

(2)

2017年（平成29年）3月1日

け
や
み
報
広
（第564号）

３月 日㈮までに納めてください︒

日㈰︑ 日㈪に実施

11月

８日㈬

９日㈭
１月

11日㈭

12日㈮
２月

７日㈬

８日㈭

３月

午前：9:00〜12:00

告知端末の手続きを

※年８回の開設となります。

︻防災行政無線︼放送内容を確認したい場合は

ごみ出しについてのお願い

常

中央診療所医師

鈴木

亮士

勤医師が２人とも交代します

時間自動音声案内☎０４９９４⑥０８１３︒

坪田福祉会館
︵旧坪田小学校︶
前のグラウンドに
幼児用ブランコを
設置しましたの
で︑ご利用くださ
い︒
村民生活課福祉
係☎⑤０９０４︒

引っ越しの時は
水道の手続きを

【問い合わせ】
新中央航空㈱三宅島空港
☎04994‑6‑0006

13日㈮

まで直接持ち込んでくださ
い︒
また家庭用のテレビ・冷
蔵庫・洗濯機・エアコン・
パソコンなど︑村での回
収︑三宅村クリーンセンタ
ーでの引き取りができない
ものもございます︒ごみの
分別や出し方についてはＩ
Ｐ端末︑三宅村のＨＰに記
載がございますので詳しく
はそちらをご覧ください︒
問い合わせは地域整備課
環境整備係☎⑤０９３８︒

73.7％

12日㈭

この時期になると転勤や
異動などにより︑ごみの収
集場所には︑可燃ごみと不
燃ごみを分別していないも
のや︑収集日を守っていな
いもの︑粗大ごみなどの収
集できないものが多く見受
けられます︒収集場所には
分別をして︑収集日を守っ
て出してください︒粗大ご
みや一度に多量のごみを出
す場合はあらかじめ対応す
るごみの持込日を確認のう
え三宅村クリーンセンター

搭乗率

就航率

午後１時 分から午後３時
中央診療所で﹁眼科専門診療﹂
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︒
中央診療所で眼科専門診 療・午前８時 分から午前
問い合わせは中央診療所
療を行います︒受付は診療
時 分まで②午後診療・ ☎②００１６︒
当日に行います︒受診者多
数の場合は︑受付を早めに
転入・転出・転居の時
終了いたしますので︑予め
ご了承ください︒
▽場所＝中央診療所
▽診療日＝３月 日㈰午
各世帯に設置されている
前および午後︑３月 日㈪ ＩＰ告知端末︵テレビ電話︶
午前のみ
は村からの貸与物品です︒
▽受付時間＝①午前診
転入・転出・転居の際に

みなどを理解するのに時間
がかかると思いますので︑
４・５月は混雑していなく
とも︑お時間をいただくこ
とになるかと思いますので
ご理解ください︒
また︑受診の際に︑ぜひ
とも皆さまの表現で病状を
お伝えいただけますでしょ
うか︒カルテなどに残した
文章では伝わらない皆さま
の状況が医師に直接伝わる
ことで︑相互理解が深まる
と考えます︒
三宅島でのこの２年で多
くのことを経験させていた
だきました︒大きく成長さ
せていただき︑感謝してお
ります︒一旦は︑島を離れ
ますが︑今後も代診として
戻ることや︑都立病院での
勤務において︑この２年で
繋がりのできた三宅島の皆
さまの健康に寄与できたら
と思っておりますので︑ま
たお会いする機会がありま
したら︑よろしくお願い申
し上げます︒

96.7％

三宅
⇒調布

46.7％

調布
⇒三宅

10月

引っ越しの時は住所異動手続きを

今シーズンは︑内地での
流行に比して︑島内でのイ
ンフルエンザ感染は︑小規
模にとどまっている印象で
す︒皆さまの手洗い・うが
いといった日々の対策︑予
防接種などの効果があるか
と思いますが︑まだまだ流
行する時期ではありますの
で︑引き続き注意をお願い
します︒
さて︑年度末になり︑常
勤医師が２人とも交代とな
ります︒所長の和田先生は
１年間︑鈴木は２年間の三
宅島での勤務でしたが︑島
民の皆さまにご理解いただ
き︑診療を続けていくこと
ができました︒深く御礼申
し上げます︒
医師の交代となります
と︑引継ぎをしていても︑
皆さまの状態を十分に把握
するのことに時間がかかり
ます︒また︑後任の先生方
も島嶼部での医療経験があ
る先生方ではありますが︑
４月の上旬は診療所の仕組

航空機の運航状況

午前

平素より︑三宅村簡易水
道事業について多大なるご
理解とご協力を賜り厚く御
礼申し上げます︒
さて︑引っ越しの季節と
なりました︒転入・転出さ
れる方は水道の開始・停止
の手続きを地域整備課水道
係または各出張所まで必ず
お申し込みください︒
また︑水道料に未納のあ
る方は早急にお支払いくだ
さいますようにお願いしま
す︒著しく滞納されている
方は給水停止となりますの
でご注意ください︒
問い合わせは地域整備課
水道係☎⑤０９８９︒

（H29.1.1〜1.31）

の 日前から︑転入・転居
届は引っ越し後 日以内に
届け出てください︒
また︑手続きには届出人
の本人確認書書類︑印鑑︑
転入・転居届時には︑異動
する方全員のマイナンバー
カードまたは通知カードを
ご持参ください︒
問い合わせは村民生活課
福祉係☎⑤０９０４︒

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︒
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

10

13:00〜16:00
◆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３月の特設登記所は開設されません。
〈次回の開設予定〉
４月12日㈬ 9:00〜12:00、13:00〜16:00
４月13日㈭ 9:00〜12:00
【役場臨時庁舎】

13日㈬

全日

３月・４月は︑就学や就
職︑転勤などで引っ越しが
多くなります︒
住民票は︑選挙人名簿の
登録や印鑑登録︑国民健康
保険への加入など生活に密
接な関係があります︒皆さ
んの生活の基礎となる届け
出ですので必ず手続きして
ください︒
転出届は引っ越し予定日

３月 日までの３年間︑特
定保険料を納付することで
年金額を増やすことができ
る場合があります︒
特例追納の対象期間
歳未満の方は︑承認
があった月前 年以内の
期間︑ 歳以上の方は︑
歳以上 歳未満であっ
た期間となります︒
年金についての問い合わ
せは港年金事務所☎
５
４０１ ３２１１または村
民生活課保健係☎⑤０９０
２︒
10

30

は企画財政課企画情報係ま
たは各出張所にて貸与・返
却などの手続きを行ってく
ださい︒
島外・島内への引っ越し
や︑一戸建て・村営住宅へ
の引っ越しなど︑状況によ
り手続きが変わりますの
で︑お手数ですが担当課ま
でお問い合わせください︒
貸与されている端末は高
価なもので︑許可無く譲渡
または破棄したり︑紛失し
たりした場合︑弁償してい
ただくことがありますので
ご注意ください︒
問い合わせは企画財政課
企画情報係☎⑤０９８４︒

ができなかった期間につい
特例期間・特例追納期間
ては︑届け出により年金の
のご案内
受給資格期間に算入するこ
とができ︑年金を受け取れ
特定期間について
国民年金の第３号被保険 ない事態を防止できる場合
者が︑配偶者︵第２号被 みんなの
保険者︶の退職やご本人
の収入が増加したことな
どによって扶養から外れ
︵ただし︑年金
た場合には︑第１号被保険 があります︒
者への切替手続きが必要で 額には反映しません︶
特例追納について
す︒
届出により特定期間とさ
この切替手続きが２年以
上遅れ︑時効により国民年 れた期間については︑平成
年４月１日から平成 年
金の保険料を納付すること

03

30

９月

後期高齢者医療保険料（第９期）、保育料（３
31日㈮
月分）

13日㈭

IP

13

11日㈭
12日㈬

30

10日㈬
７月

11

５月
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
(14:50〜15:00） 【中央診療所】

全日：9:00〜12:00

14日㈭

12

13日㈭

13

12日㈬

24

60

60

31

平成29年度 特設登記所の開設日程

12

４月

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）
ＤＴ２期・日本脳炎２期
(15:20〜15:40） 【中央診療所】

法務局からのお知らせ
３月の生活カレンダー

幼児用ブランコ
の設置について

31

60

50

14

30

・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。
問い合わせ先

30

14

27
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武道始式で
成果を披露

生による柔道﹁投の形﹂︑
剣道﹁警視流木太刀形﹂演
武では︑会場が厳粛な雰囲
気に包まれました︒
委員会☎⑤０９５２︒

新着本の紹介

ポプラ社

今回紹介する本は︑全国
の書店員の投票で決まる２
０１７年本屋大賞のノミネ
ート作 作品です︒この中
から︑４月に﹁本屋大賞﹂
が発表されます︒

﹁ⅰ﹂
西加奈子著

新潮社

﹁暗幕のゲルニカ﹂
原田ハマ著

﹁ 桜風堂ものがたり﹂

﹁コーヒーが
冷めないうちに﹂
川島俊和著 サンマーク出版

村田沙耶香著

文藝春秋

﹁コンビニ人間﹂

小川糸著

集英社

講談社

幻冬舎

﹁ツバキ文具店﹂

塩田武士著

﹁罪の声﹂
﹁みかづき﹂
森絵都著

﹁蜜蜂と遠雷﹂

森見登美彦著

﹁夜行﹂

小学館

この他にも図書館には︑
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︒

み

あ

浅沼 杏美 ちゃん

誕生日：平成28年
６月18日（神着）

メッセージ

島は伊豆諸島の中で最も多
くなっています︒
また︑三宅島では︑クロ
マグロのほかに︑キハダマ
グロやメバチマグロも水揚
げされており︑まぐろ類は
年間を通じて水揚げされる
三宅島を代表する魚種の一
つです︒
三宅島で水揚げされるク
ロマグロは大型回遊魚を対
象とした﹁はえ縄漁﹂で漁
獲されており︑キハダマグ
ロははえ縄漁だけでなく︑

あ さ ぬ ま

三宅島警察署

１月 日︑平成 年三宅
島警察署武道始式が三宅村
コミュニティセンターで行
われました︒毎年恒例の武
道始式は︑成果を披露する
場です︒
少年柔剣道の気迫溢れる
紅白試合︑署員による高点
試合では︑豪快な投げ技や
鋭い技が決まるたび︑大き
な拍手と歓声が響いていま
した︒
警視庁柔剣道指導室の先

幻冬舎

三宅島とマグロ

１月 日︑三宅島の阿古
漁港で２９５㌔㌘のクロマ
グロが水揚げされました︒
三宅島のクロマグロは平
均でおよそ１３０㌔㌘を超
え︑年間で約 本前後︑漁
獲されています︒このクロ
マグロの水揚げ量は︑三宅
30

恩田陸著

もっと知りたい

10

こここここここここここれ！！！！！！！！！
島 のあれこ

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

村山早紀著 ＰＨＰ研究所

小学生以上
アカコッコ
定員10名程度
館周辺
無料

３月の小・中学校予定
︻小学校︼
３日㈮＝６年生を送る会
７日㈫＝新１年生体験入学
日㈭＝卒業式
日㈮＝修了式・離任式
︻中学校︼
日㈮＝３年生を送る会
日㈮＝卒業式
日㈫＝授業参観・保護者
会
日㈮＝修了式・離任式
問い合わせは三宅村教育

8:30〜
11:00

三宅島文化会発表会

３月
12日㈰

外から多くの来場者が訪
れ︑今年もにぎやかな発表
会となりました︒

アカコッコの
森づくり講習会

多くの来場者
でにぎわう

神着老人福
祉会館

10

す︒名前のわからない鳥の
三宅島自然だより
問い合わせがあり︑確認し
﹁お気軽に
たところ初記録となる﹁ハ
お問合せください﹂
ジロコチドリ﹂︵写真右︶
という野鳥でした︒
このようにレンジャーだ
けでは見落としてしまうこ
とも︑さまざまな方が情報
をお寄せくださることで︑
貴重な観察記録が生まれて
きます︒普段目にしない鳥
や行動などに出会ったら︑
アカコッコ館までお知らせ
ください︒

疑似餌を使った﹁曳き縄漁
︵トローリング︶﹂などで
漁獲されています︒その
他︑三宅島の春先の風物詩
であるカスリメジ︵クロマ
グロの幼魚︶は﹁曳き縄
漁﹂で漁獲されています︒
このように︑三宅島で
は︑まぐろ類資源に負担を
かけない漁法で︑高品質の
まぐろが水揚げされていま
す︒
※このコーナーに関する
問い合わせは企画財政課企
画情報係☎⑤０９８４︒

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。

２月 日︑ 日に三宅村
コミュニティセンターにて
第 回三宅島文化会発表会
が開催されました︒
発表会には個人と団体の
会員が参加し︑今年もさま
ざまな展示のほか︑演劇や
音楽の舞台発表などが行わ
れました︒個性あふれる作
品が並んだ会場には︑島内

島内各地区で

14:00〜
15:30

必要
(3月11日
締め切り)
３月
11日㈯

申し込み

イベント情報

｢江戸家小猫」さんの楽しいお話しとともにアカコッコの増やし方を考えませんか。
(両イベントとも小猫さんは参加します）

【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/

伝 統の
﹁初 午 祭﹂
獅 子 舞 が厄 払い

シラガホオジロ(左)とハジロコチドリ(右)

24 23

21 17 10

24

今までに︑三宅
島では日本の野鳥
のおよそ ％︵約
２７０種︶の野鳥
が確認されていま
す︒これくらいに
なってくるとなか
なか三宅島で初記録となる
野鳥には出会いません︒﹁珍
年も２月の伝統の祭はにぎ しい野鳥がいた ﹂と調べ
やかに開催されました︒
ると︑何十年も前に１度
だけ記録があったという
こともたびたびです︒
しかし︑毎年何種類か
初記録の野鳥が確認され
ており︑今年度︵２０１
６年４月〜２０１７年３
月︶も２種が三宅島の野
鳥に仲間入りしました︒
ともに秋の渡りの季節に
確認され︑数日でいなく
なりました︒そのうちの
１種は島民からの報告で

三宅島火山ガス濃度情報サービス

12

獅子舞が各家庭を踊り歩
き︑厄払いをする﹁初午
祭﹂が行われました︒
初午は各地区の青年団や
芸能保存会によって独自の
形式で伝統が受け継がれて
います︒
獅子舞に頭を噛んでもら
うと厄払いができる︑無病
息災など言われており︑今

27

不要
どなたでも・
無料

アカコッコ調査報告
会／森づくり勉強会

60

14

11

泣き虫だけど、笑うと
皆を幸せにしてくれま
す。これからも楽しい
こといっぱいしようね。

阿古漁港に水揚げされたクロマグロ

23

82
40

！

参加費・定員
実施場所
時 間
実施日
イベント名

柔剣道の選手たち
さまざまな作品が並ぶ会場
初午祭で舞う獅子

29

(4)
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