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【小笠原中学校野球部】
○都大会（７月 日）
１回戦 シード
２回戦 ３-７八丈島合同
都大会初出場。ファイトあふれるプレーに
観客からは大きな声援が送られていました。
【小笠原中学校バドミントン部】
○都大会
個人戦（７月 日）
女子シングルス（１名出場）
１回戦 ０‐２千登世橋中
男子シングルス（１名出場）
１回戦 ０‐２松濤中

小笠原中学校、母島中学校各部活動は、普
段経験することのない雰囲気、緊張感の中、
精一杯試合に臨みました。この経験は来年に
活かされると思います。

【柔剣道】
○東京少年柔道・剣道練成大会
（７月 日）
・剣道団体戦 初戦敗退
・柔道団体戦 ２回戦敗退
・柔道個人戦（高校生） 初戦敗退
日々の練習の成果と感じたとともに、試合
に敗れた仲間を励ます姿がとても印象的でし
た。

29

【母島中学校バドミントン部】
○都大会
個人戦（７月 日）
女子ダブルス(１組出場)
１回戦 ０‐２拝島中

【小笠原ファイターズ】
○杉並区少年野球交流試合
７月 日下高井戸運動場、 日杉並区立
第十小学校グラウンドにて、杉並区の少年野
球３チームと交流試合を行いました。６対
８、８対９といった接戦を戦い、野球を通じ
て同世代との交流を楽しみました。残念なが
らあと一歩勝利には届きませんでしたが、最
後まで諦めずに頑張りました。

【小笠原ミニバスケットボールクラブ】
○ミニバスケットボール交流試合（７月
日港区立港南小学校、港区立御成門小学校）
港区のミニバスケットボールチーム２チーム
との交流試合を行いました。 ‐ と接戦
となるなど練習の成果を発揮し、どの試合も
最後まであきらめず頑張っていました。
日ごろ対戦することのできない同世代との
試合を楽しんでいました。
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【小笠原中学校テニス部】
○東京都中学校新人テニス選手権
第１ブロック大会
個人戦（８月 ・ 日）
男子シングルス（３名出場）
１回戦 ５‐７鈴ヶ森中
１回戦 ２‐６馬込東中
１回戦 ２‐６慶応中
男子ダブルス（１組出場）
１回戦 １‐６雪谷中
女子シングルス（３名出場）
１回戦 ５‐７品川女子中
１回戦 対戦校棄権のため不戦勝
２回戦 ２‐６女子学院中
１回戦 ２‐６立正中
女子ダブルス（１組出場）
１回戦 ６‐２東蒲中
２回戦 ０‐６和洋九段中
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夏休み中の子どもたちの活躍
夏休み中に子どもたちが参加した大会や行
事等での活躍について報告します。
【小笠原中学校・母島中学校サッカー部】
島しょ大会優勝！
７年ぶり島しょ大会優勝。２試合とも接戦
の中、チーム一丸となるプレーが印象的でし
た。
○島しょ大会（７月 日） １位
１回戦 ２-２八丈島・青ヶ島
（ＰＫ４-２）
決勝戦 ４-２神津・利島
22

○都大会（７月 日）
１回戦 １‐５稲城六中
【小笠原中学校女子バレーボール部】
○島しょ大会（７月 日） ３位
１回戦 ２-０三宅中
２回戦 ０-２新島中
３回戦 ０-２八丈島合同

21

小笠原の花・木・鳥・魚
花 ムニンヒメツバキ
木 タコノキ
鳥 ハハジマメグロ
魚 アオムロ
2,617 人
父島
母島
2,161 人 456 人
1,218
278

最高気温 30.4℃
最低気温 26.1℃
平均気温 28.0℃
平均湿度 85％
月降水量 153.5mm
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https：//www．ｖｉｌｌ．ｏgasawara．ｔｏｋｙｏ．ｊｐ
7 月気象状況（父島）

ﾀﾞﾑ 貯水率
8/23 現在
父島
93.2/100
母島
99.1/100
住民基本台帳登録者数（8/1）

人口
世帯

東京都小笠原村父島字西町

TEL04998(2)3111
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【父島キッカーズ・ＦＣフォルサ母島】
○愛らんどリーグ八丈島大会（島しょ小学生
フットサル大会 ８月２～５日）
《父島キッカーズ》 ７位
予選リーグ
-０式根島ＳＣ
０-１大島マリンズＦＣ
１-３ＦＣフォルサ母島
２-３八丈島ＦＣビクトリーズ
順位決定リーグ
７-０御蔵ＦＣ
４-０式根島ＳＣ
２-１ＦＣ利島
《ＦＣフォルサ母島》 ４位
予選リーグ
４-０式根島ＳＣ
０-２大島マリンズＦＣ
１-１八丈島ＦＣビクトリーズ
３-１父島キッカーズ
決勝トーナメント
１-０スール青小サッカークラブ
準決勝
０-３八丈島ＦＣフェニックス
３位決定戦
０-３ＦＣ三宅
名刺大賞‐優秀賞受賞
仲島緑生さん、持田翼さん
各島のチームと対戦や交流を楽しみ、たく
さんの友達ができました。
【南アルプス市中学生親善交流（７月 日
】
〜 日）
小笠原村と姉妹都市である山梨県南アルプ
ス市へ 名の中学生（父島 名・母島７
名）の中学生が親善交流のため訪問しまし
た。台風の影響により予定を変更しての交流
事業となりましたが、昨年来島した南アルプ
ス市の生徒、初めて参加した生徒とともに食
事会や交流会、森林体験プログラムなどを通
20

13

26

第

回くらしの法律・税金相談

９月 日（土）午前９時～午後５時
場所：地域福祉センター
【母島】９月 日（金）午後７時～９時
９月 日（土）午前９時～午後１時
場所：母島支所
※予約は不要ですが、事前予約をご希望の方
は、お問い合わせください。
※ご要望があれば相談会場以外でも出張して
ご相談をお受けします。
●問合せ先 村民課住民係 ２―３１１３
サポートグループ専用電話
（事前予約もこちらへ）
０３―５９１９―３５３０

21

20

行政相談所の開設

21

して南アルプス市の魅力を堪能し、交流を深
めました。
●問合せ先 教育委員会事務局２―３１１７

消費税率の引き上げに伴う
公共料金等の改定
10

月１日から消費税率が８％から ％に
引き上げられることに伴い、当村の上下水道
料金や公共施設使用料などの一部を改定いた
します。
詳しくは、 月号でお知らせ致します。

村長出張報告
27

出張期間：７月 日～８月 日
・東京都島嶼町村一部事務組合臨時会
・東京都町村会町村長会議、議長会合同会議
・基地交付金要望活動
・愛らんどリーグ八丈島大会
・関東地区港湾整備振興協議会理事会
・東京都国民健康保険団体連合会総会
・東京都簡易水道協会総会
・宝酒造新商品発表会
・国、都、関係各所挨拶及び意見交換
・国会、都議会関係挨拶
等

15

36

【実施日程】９月 日（木）
【実施時間】午後７時～午後９時
【実施場所】地域福祉センター
【行政相談委員】
総務大臣委嘱小笠原地区担当 山田捷夫
《住所》小笠原村父島字奥村
《電話》０９０―７１７３―６７６８
※予約の必要はありません
●問合せ先 村民課住民係 ２―３１１３

電話による無料法律相談

第二東京弁護士会主催の電話無料法律相談
を島しょ部住民を対象に実施します。
【相談内容】無料一般相談
【実施日程】９月 日（金）
【実施時間】午前 時～正午
（１件あたり概ね 分枠）
相談を希望される方は、予約が必要となり
ますので、前日までに連絡をお願いします。
●事前予約受付番号
第二東京弁護士会法律相談センター
０３―３５９２―１８５５
●当日相談電話番号
０３―３５８１―２４０７

認定農業者及び認定新規就農者
について

農業経営改善計画認定審査会で、認定農業
者及び認定新規就農者の認定を行いました。
この度、新たに認定農業者、認定新規就農
者として認定された方をご紹介します。
【今回認定された認定農業者】
《父島》ＵＳＫ＆Ｃｏ．合同会社
《母島》松本均
【今回認定された認定新規就農者】
《母島》越立さち子
【これまでに認定されている認定農業者（五
十音順）
】
《父島》野瀬もとみ、森本かおり
《母島》稲垣和仁、折田一夫、小松広子、
濱崎泰宏、早川保、比企理史、福田亮三、藤
谷明憲

認定農業者及び認定新規就農者は、地域の
農業の担い手または将来の担い手となること
を期待される方を村が認定し、認定された農
業者の取り組みを関係機関・団体と連携して
支援する制度です。
認定農業者になりたい、新たに農業を始め
たいという方は、いつでも産業観光課にお問
合せください。
●問合せ先 産業観光課
２―３１１４

農業簿記講習会の開催について

小笠原村農業委員会では、次のとおり、農
業者とそのご家族を対象とした農業簿記講習
会を開催します。
【内容】複式簿記の基礎知識、会計ソフトを
使用したパソコン記帳演習など
【講師】東京都農業会議職員
【日時・場所】
母島：９月 日（金）午後５時
村役場母島支所２階会議室

-2-
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法律関係者のボランティア「小笠原サポー
ト専門家グループ」により「第 回くらし
の法律・税金相談」が開催されます。
ご相談のある方は、ぜひこの機会をご活用
ください。
◎くらしの法律・税金相談・遺言相談
皆様の法律相談、税金相談、遺言相談に、
弁護士、司法書士、税理士が無料で応じま
す。遺言など公証人の公正証書作成（有料）
は、準備がありますので予め専用電話にお問
い合わせください。
【父島】９月 日（金）午後７時～９時
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小笠原小学校 学校公開

11

父島：９月 日（土）午後５時
村役場２階会議室
【その他】領収書等と電卓をご持参くださ
い。参加費無料。
詳細は、小笠原村農業委員会事務局までお
問合せください。

10

●問合せ先
小笠原村農業委員会事務局(産業観光課内)
２―３１１４

10

回 小・中・高連合運動会

２―２０１２

小笠原小学校では、保護者や地域の方々に
学習や生活全般の様子を参観いただき、学校
での児童の様子、授業の内容や方法などにつ
いて理解を深めていただくことを目的に学校
公開を実施しています。
ぜひ、ご来校ください。
【公開日・時程】９月 日（土）
○授業公開
午前８時～８時 分（スキルタイム）
午前８時 分～９時 分（第１校時）
午前９時 分～ 時５分（第２校時）
○授業改善推進プラン説明会
午前 時 分～ 時 分（体育館）
○学級保護者会
午前 時 分～ 時５分（各教室）
11

●問合せ先 小笠原小学校

第

15 35

原則として自己責任となりますので、予防の
ために、事前に準備運動を入念に行い、運動
にふさわしい服装と履物でご参加ください。
全ての競技は、運動靴で参加してくださ
い。スパイクや長靴等の着用と裸足での参加
は危険ですのでお止めください。
熱中症予防のために、こまめに水分補給を
行ってください。

●問合せ先 小笠原小学校
（担当 副校長・荒川 体育主任・武村）
２―２０１２

小笠原中学校学習発表会
（総合的な学習の時間）
のお知らせ

小笠原村人事異動（９月１日付）

【採用（任期付）
】任期 令和２年３月
村民課付（母島保育園）
赤木千花（保育士）

日

-3-
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村立小学校の教科書の採択結果
令和２年度から村立小学校で使用する教科
書が決まりました。アンケートの御協力あり
がとうございました。
これらの教科書は、令和５年度まで採用さ
れます。なお、教科書名、選定理由の詳細等
については、小笠原村ホームページを御覧く
ださい。
https://www.vill.ogasawara.tokyo.jp/kyou
iku_gakkou/

今年度の学習発表会は、各学年の総合的な
学習の時間の発表と、全学年の音楽の発表を
３回に分けて行います。今回は、第１学年と
第３学年の総合的な学習の時間の発表を行い
ます。第２学年の総合的な学習の時間の発表
は２月に、全学年の音楽の発表は 月に行
う予定です。
【日程】９月７日(土)
【時間】第１学年
午後１時 分～２時 分
第３学年
午後２時 分～３時 分
【場所】小笠原小学校・中学校体育館
※お車での来校はご遠慮ください。
※上履きと保護者証をお持ちください。

20

●問合せ先 小笠原中学校 ２―２５０２

20

25

10

21

●問合せ先 教育委員会事務局２―３１１７

せん。
職場対抗綱引きについては、 チームの
申し込みがあった時点で締め切りとさせてい
ただきます。
※注意事項
競技にご参加の方は、運動にふさわしい服
装と履物（運動靴）で参加してください。競
技の安全性および公平性の観点から、サンダ
ル、スパイク、長靴等の着用と裸足での参加
はできません。
《申込先》教育委員会 ２―３１１７
○玉入れ・幼児種目・南洋踊りについて
【玉入れ】小・中学生・高校生と地域の方々
※就学前児童の参加はできません。
《競技開始時刻》午前 時 分頃
【くるくる風車】就学前児童
《競技開始時刻》午前 時 分頃
【南洋踊り】小学校３年生を中心とした、児
童・生徒と村民の方々
《競技開始時刻》午前のプログラムの最後
※注意事項
【参観について】
車での来場はご遠慮ください。学校前・支
庁付近および学校上の都道等の路上駐車もご
遠慮ください。
学校行事ですので、飲酒はご遠慮くださ
い。また、喫煙場所は昨年度より廃止しまし
た。ご理解とご協力をお願いします。
【テント設営について】
今年度も校庭開場時刻は、午前６時です。
前日（前夜）のテント設営および場所取りは
ご遠慮ください 。また、テントの設営場所
は、当日掲示しますのでご確認いただき、決
められた場所に設営してください。
校庭内に車を乗り入れないでください。
片付けは閉会式後にお願いします。
【競技について】
競技にご参加の方は、決して無理をせず、
けが防止に万全を期してください。けがは、

30

20

52

【日時】 月６日（日）
午前８時 分～午後３時 分
※雨天の場合は 月 日（月）
・ 日
（火）に順延
【場所】小笠原小・中学校校庭
【一般参加種目】
○職場対抗リレー（男女別６人１チーム）
タイムレースで実施
《競技予定時刻》午後２時 分
○職場対抗綱引き（男女混合 人１チー
ム）※最低女子１名登録
１試合１本勝負のトーナメント
《競技予定時刻》午前 時 分
【申込方法】
教育委員会で配布している申込用紙を
月２日（水）までに提出してください。
提出締切り後の変更は認められませんので
ご注意下さい。なお、当日受付は行っていま

31
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２―３１１５

す。
なお家屋でのシロアリ駆除作業や防蟻処理
は、専門業者による有料施工となります。
【申込期間】９月２日（月）～ 日(水)
【日程】
《母島》９月 日（木）～ 月１日（火）
《父島》 月１日（火）～４日（金）
●申込み・問合せ先
建設水道課
２―３１１５
母島支所庶務係
３―２１１１
10

25

小笠原高等学校 公開講座

30

10

12

⑥電話番号を明記のうえ、お申し込みくださ
い。
【申込期間】９月２日（月）～ 日（金）
【その他】希望者はデジカメにて撮影可能で
す。
●問合せ先 東京都立小笠原高等学校
ＴＥＬ：２―２３４６
ＦＡＸ：２―２３４１
S1000214@section.metro.tokyo.jp

母島交通安全講習会
30

13

十二歳未満の小児への救命胴衣
の着用について（お願い）

【日時】９月 日（金）午後６時 分～
【場所】村民会館体育室
【主催】小笠原警察署
【内容】交通講話
ＤＶＤ上映
※どなたでも参加できます。
●問合せ先
母島駐在所
３―２１１０

27

平成三十年二月の法令改正で小型船舶の船
長に対し、乗船者の救命胴衣着用が義務化さ
れております。次の場合以外は船長が乗船者
に必ず救命胴衣を着用させてください。
※「船室内にいる」
「命綱・安全ベルトを着
用している」
「船外で泳ぐために船外へ移動
することを目的とした必要最小限の行為を行
っている十二歳未満の小児、又は大人が保護
及び監督している一歳未満の小児」
小児等に救命胴衣を着用させなかった場
合、船長に対する行政処分の対象となり、違
反累積点によっては再教育講習や業務停止が
課せられることがあります。
救命胴衣を着用することにより、海中転落
時の生存率が二倍以上になります。
救命胴衣の着用及び安全運航をよろしくお願
いいたします。

●問合せ先 小笠原海上保安署 ２―７１１８

母島巡回労働相談

【日時】９月 日（水）午後５時～６時
【場所】母島村民会館 ２階会議室
【相談内容】
○労働条件（労働時間、安全衛生、賃金、
退職・解雇など）
○求人求職（求人・求職申込など）
○労災保険（加入、労災給付など）
○雇用保険（加入、失業給付など）
※当日、都合が悪く来館できないという方等
は、電話による相談も可能です。

●問合せ先 小笠原総合事務所 ２―２１０２
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◎磯の生物観察
【内容】
磯にすむ生物を実験室で観察します。参加
者が採集した生物を材料に、顕微鏡を使い、
微細構造や解剖しての内部構造の観察も行い
ます。
【日時】
① 月 日（土） 午後１時～３時
② 月 日（土） 午前 時～ 時
③ 月 日（土） 午後１時～３時
④ 月２日（土） 午後１時～３時
⑤ 月 日（土） 午後１時～３時
【講師】本校教員・自然文化研究所（i-BO）
研究員
【場所】本校理科室・父島の海岸
【対象】中学生以上
【定員】８名
＊希望者が多い場合は、中学生を優先と
し、定員を上回る場合は抽選とします。
【費用】受講料１，０００円（ただし生徒は
免除）
、保険料 円（全員）
【申込方法】メール、ＦＡＸまたは電話
①住所、②氏名、③性別、④年齢、⑤学年、
11 11 10 10 10

父島のごみの出し方について
ごみの分別回収にご協力いただき、ありが
とうございます。曜日や出し方に間違いがあ
ると、回収することができず、ごみステーシ
ョンに取り残されてしまいます。改めて、間
違いやお問い合わせが多いものについて、お
知らせいたします。
【粗大ごみ】回収日：毎月二回目の水曜日
第二週の水曜日と異なる場合があります。
大型のごみだけが対象です。
かごに入る程度の大きさの電化製品(電子
レンジ、ＤＶＤデッキ等)は、金属類の日
(毎週木曜日)に出して下さい。
【電池類】回収日：毎月三回目の水曜日
第三週の水曜日と異なる場合があります。
電池は火災を起こす場合があり、少量でも
大変危険です。必ず他のごみとは別にして
危険物として出して下さい。
【ペットボトル】回収日：毎週火・金曜日
ふたを外して潰して出して下さい。
外したふたは焼却ごみで出して下さい。

建設水道課

ごみの出し方について、わからないことが
ある場合は、ごみステーションに出す前に、
「ごみの出し方 父島版」をご確認いただく
か、建設水道課までお問い合わせください。
●問合せ先

シロアリ対策事業（第２回）
集落周辺の樹木を中心としたシロアリ対策
事業を実施します。
この対策事業の中でシロアリの相談や家屋
の点検を無料で行っております。
シロアリからの被害を最小限に抑えるため
には早期の発見が重要となりますので是非ご
利用ください。
相談・点検は事前に申込みが必要となりま

11

10

26 26 19

16
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（1人に付）

（1人に付）

5,500円

4,900円
5,600円

5,000円

4,400円

10

洋室ツイン・ユニバーサル

革推進支援センター」
０１２０―２３２―８６５
※業務改善助成金のお問い合せは、東京働き
方改革推進支援センターまで。
※キャリアアップ助成金・人材確保等支援助
成金のお問い合せは、事業所の所在地を管轄
するハローワーク又は東京労働局ハローワー
ク助成金事務センター助成金第二係まで。

小笠原諸島振興開発計画（素案）
の公表及び意見募集

10

2.2 10

10

10

10

事業者の皆様、仕入税額控除の方式が変わ
ります！
消費税・地方消費税の税率 ％への引上
げと同時に、飲食料品（酒類・外食を除く）
と新聞（定期購読契約・週２回以上発行）に
係る税率を８％とする「軽減税率制度」が実
施されます。
新しい仕入税額控除の方式に対応するため
には、帳簿・請求書・レシート等の記載を複
数税率に対応させる必要があります。
中小企業・小規模事業者の方には、レジや
受発注・請求書管理システムの導入・改修に
ついて補助金を設けるなどの支援を行ってい
ます。ぜひご活用ください。
制度についての詳細は「軽減税率 国税
庁」
、補助金についての詳細は「軽減税率対
策補助金」で検索してください。

令和元年 月１日、消費税の軽
減税率制度がスタート

10

●問合せ先
受付時間：平日午前９時から午後５時まで
《制度について》
消費税軽減税率電話相談センター
０１２０―２０５―５５３
ナビダイヤル（通話料がかかります）もご利
用いただけます。
０５７０―０３０―４５６
《補助金について》
軽減税率対策補助金事務局
０１２０―３９８―１１１

10

詳しくは、東京都総務局行政部ホームペー
ジをご覧ください。
●問合せ先 総務課企画政策室２―３１１１

10

令和元年 月１日、消費税・地
方消費税の税率は
％へ
10

月１日に消費税・地方消費税の税率が
％に引き上げられます。 ％のうち
％は地方消費税です（※）
。
日本では高齢化が進み、社会保障の費用は
増え続けています。みんなが安心できる社会
にするためには、安定した財源を確保し、社
会保障制度を次世代に引き継ぐとともに、全
世代型へ転換していく必要があります。その
ためには ％への税率の引上げが必要で
す。
引上げ分は、消費税・地方消費税ともに、
全世代を対象とする社会保障の充実と安定の
ために使われます。例えば、①待機児童の解
消、②３歳から５歳までの幼児教育・保育の
無償化、③真に支援の必要な学生の高等教育
（大学など）の無償化、④介護職員の処遇改
善、⑤所得の低い高齢者の介護保険料の軽
減、⑥所得の低い年金受給者への給付金の支
給などです。
税率引上げに合わせて、飲食料品（お酒・
外食を除く）と新聞（定期購読契約・週２回
以上発行）に係る税率を８％に据え置きます
（軽減税率制度）
。このほか、家計や景気へ
の影響を緩和するための対策も実施します。
※一般に「消費税」と言うのは、消費税（国
税）と地方消費税（都税）を合計したもので
す。地方消費税収は、地方自治体の貴重な財
源として、住民の皆様に身近な行政に生かさ
れています。
詳しくは、
「政府広報 消費税」で検索し
てください。
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（1人に付）

東京都最低賃金改正のお知らせ

東京都では、このたび、小笠原諸島振興開
発計画の素案を取りまとめましたので、公表
します。
この計画は、小笠原諸島振興開発特別措置
法に基づいて国が策定した基本方針を踏ま
え、令和元年度から令和５年度までの小笠原
諸島における振興開発の方向性を示すもので
す。
今後、都民の皆様から意見を募集し、本年
月中に小笠原諸島振興開発計画を策定・
公表する予定です。
【募集内容】小笠原諸島振興開発計画（素
案）に関すること
【素案の閲覧方法】小笠原支庁のほか、都民
情報ルーム（東京都庁第一本庁舎３階北
側）
、東京都総務局行政部ホームページ
（http://www.soumu.metro.tokyo.jp/05gyou
sei/06sinkouindex.html）で閲覧できます。
【募集期間】９月 日（火）まで
（消印有効）
【募集方法】
《郵送》〒１６３―８００１
東京都総務局行政部振興企画課
小笠原諸島振興開発計画担当
《ＦＡＸ》０３―５３８８―１２５９
《メール》
S0000020@section.metro.tokyo.jp
24

消費税率改定に伴う島嶼会館の
料金改定について

1人宿泊

●問合せ先 東京都島嶼町村一部事務組合
０３―３４３２―４９６１

■変更後の宿泊料金（島民料金）

東京都最低賃金は、 月１日から時間額
１，０１３円に改正されます。
東京都内で働く全ての労働者に適用されま
す。
●問合せ先 東京労働局労働基準部賃金課
０３―３５１２―１６１４（直通）
ワン・ストップ無料相談窓口「東京働き方改

11

10

＊消費税１０％を含む

本年 月に予定されております消費税率
の改定に伴い、島嶼会館の宿泊料金も改定い
たします。現行の宿泊料金に一律１００円の
ご負担をいただくことになります。
料金改定につきましては、 月１日宿泊
分から適用させていただきます。
何卒ご理解の程をお願い申しあげます。

5,600円
（22.0㎡／28.2㎡）

4人宿泊

和室（22.0㎡）

4,400円
（15.0㎡／18.0㎡）

6,000円
洋室シングル

3人宿泊

6,100円

2人宿泊

和室（16.8㎡）

編集・発行 小笠原村総務課
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15 22

することができますが、次の②③の方につい
ては問診票の作成が必要なため、事前に村役
場への申し込みが必要ですので、保険証をご
持参の上、申込先までお越しください。
【事前申し込みが必要な方】
① 協会けんぽ東京支部の健診対象の方
（ 歳以上）‐受診者の申込書（事業所
に届いた申込書を担当の方で取りまとめて協
会けんぽからの締切指定日までにご提出くだ
さい）
②小笠原村健康診断の受診対象者でない方
で、がん検診等を受診される方。
③特定健診受診券をお持ちの方‐特定健診受
診券と保険証
【注意】受診券に自己負担額の記載のある方
は、健診当日の受付時に自己負担額（３７０
円）を徴収します。
★申込先 村民課福祉係
２―３９３９
母島支所
３―２１１１
★②③の方の申込期限
令和元年９月 日（金）
※検診日等の予約は 月に別途していただ
く必要がありますのでご注意ください。
※今回は風しん抗体検査も実施します。
・対象者―昭和 年４月２日生～昭和 年
４月１日生の男性
ただし、既に十分な抗体の所有が判明して
いる方、または風しん予防接種をされた方は
対象ではありません。
※健診期間中上京されて村内で受診できない
方に限り、 月１日から 月 日まで
「こころとからだの元氣プラザ」において受
診できます。ただし、事前に村役場にてお申
込みをしてから、元氣プラザへ予約の電話を
していただくことになります。元氣プラザへ
の電話予約受付は 月 日（月）からで
す。村役場への申込みをせずに電話をしても
受付できません。お気を付けください。
●問合せ先 村民課福祉係
２―３９３９

定期予防接種

９月の定期予防接種の日程をお知らせしま
す。
【父島】
《日時》９月５日（木）
午後２時 分～４時
《場所》小笠原村診療所
【母島】
《日時》９月５日（木）
午後３時 分～４時
《場所》母島診療所
○接種可能予防接種（予約不要）
・ヒブワクチン、小児用肺炎球菌ワクチン、
四種混合ワクチン、Ｂ型肝炎ワクチン、ＢＣ
Ｇワクチン、麻しん風しん混合ワクチン、水
痘ワクチン、日本脳炎ワクチン、
●問合せ先 村民課福祉係
２―３９３９

乳幼児健診・歯科健診（父島）

対象者の方には、個別通知をいたします。
６歳未満の乳幼児で健診を希望される方、計
測のみを希望の方は、お手数ですが、事前に
電話での予約をお願いいたします。
【対象者】４か月、７か月、 か月、１歳
６か月、２歳６か月（歯科健診のみ）
、３歳
の乳幼児
【日時】９月 日（木）午後２時～３時半
【場所】地域福祉センター２階会議室
●問合せ先 村民課福祉係
２―３９３９

母島乳幼児計測会

10

お子さまの発育を一緒に確かめませんか？
当日は身長・体重等の測定を行います。母子
手帳をご持参下さい。事前予約は不要です。
【対象者】０歳～６歳の乳幼児
【日時】９月 日（火）
午前 時～ 時 分
【場所】母島診療所２階
カンファレンスルーム
●問合せ先 母島支所
３―２１１１
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東京都シルバーパス

方
（ただし、協会けんぽ東京支部の健診対象で
歳以上の方は、事業所からの申し込みと
なります。
）
・ 歳から 歳で国民健康保険の被保険者
の方(年度途中に加入、脱退した方を含む)
・後期高齢者医療の被保険者の方
・ 歳以上の生活保護受給者の方
※次の方々も同じ日程で、健康診断を受けら
れます。
・官公署等職域健診の対象の方
○がん検診等について
小笠原村健康診断では、基本健診の他に次
の検診を実施します。
・胃がん検診（胃カメラ）･･･ 歳以上の方
・女性がん検診（乳がん・子宮頸がん）･･･
歳以上の方（子宮頸がんクーポン券をお
持ちの 歳・ 歳の方も受けられます。
）
・肺がん・結核検診（胸部レントゲン）…
歳以上の方
（喀痰検査）･･･小笠原村に住民登録してい
る 歳以上で喫煙指数（１日の喫煙本数×
喫煙年数）が４００以上、もしくは 歳以
上で６ヶ月以内に血痰のあったハイリスクの
方
・大腸がん検診（便潜血検査）… 歳以上
の方
父島‐健康診断受診時に希望者に容器を配布
母島‐予約受付時に容器を配布
※どちらも指定された提出日に提出となりま
す。
・肝炎ウイルス検診（Ｂ型・Ｃ型）･･･ 歳
の方
・骨粗しょう症検診･･･ 歳以降で５歳刻み
の節目年齢の方（健診当日、対象の方にお声
かけします。
）
これらがん検診等については、小笠原村に
住所を有し、対象の年齢の方であれば加入し
ている健康保険に関わらず、どなたでも受診

10

30

満 歳以上の方には、お申込みにより都
内の路線バス、都電、都営地下鉄、日暮里・
舎人ライナーが無料で利用できる「東京都シ
ルバーパス」を発行します。
【対象者】
都内に住民登録している満 歳以上の方
【発行に要する費用】
①元年度の住民税が課税の方 ２万５１０円
②元年度の住民税が非課税の方 千円
③元年度経過措置対象の方 千円
【パスの有効期限】令和２年９月 日
【必要書類】
〇保険証、運転免許証などの本人確認書類
〇住民税課税／非課税証明書、介護保険料納
入（決定）通知書などの所得額等を確認でき
るもの
〇「シルバーパス更新申込書」および現在使
用しているシルバーパス（更新の方）
●問合せ先 村民課福祉係
２―３９３９
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28

70

第 回小笠原村健康診断
について

11 14 17

39

37

11 27

10

70
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小笠原村健康診断を次のとおり実施しま
す。
【日程】
《父島》 月 日（日）～ 日（金）
《母島》 月 日（木）～ 日（金）
＊予約受付は 月１日開始です。予約方法
等の詳細については、 月号の村民だより
でお知らせします。
【対象者】年齢の基準日は全て令和２年３月
日
歳から 歳で小笠原村に住所を有する
・

31

30
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54

ヘルスアップ教室・
ナイトウォーキング
～ウェザーステーション～
きれいな星空を見ながらみんなでウォーキ
ングしませんか？
【対象者】 歳以上の方（医師から運動を
とめられている方はご相談下さい）
【日時】９月７日（土）
午後７時～８時 分
【集合場所】地域福祉センター入口
【コース】地域福祉センター(スタート)→ウ
ェザーステーション→地域福祉センター(ゴ
ール)
【持ち物】運動靴、タオル、飲み物、懐中電
灯(首や頭に装着するタイプがお勧めです)
【事前申し込み】必要：９月６日（金）まで
に福祉係までご連絡ください。
＊雨天中止。
中止の判断に迷われる方は、当日午後６時
以降に福祉センター窓口(２―２９１１)にお
問い合わせください。

皮膚科専門診療
【父島】
《場所》小笠原村診療所
《日程》９月 日（火）～ 日（水）
午前・午後
９月 日（金）～ 日（土）
午前・午後
※９月 日（木）は休診です
【母島】
《場所》母島診療所
《日程》９月 日（土）～ 日（日）
午前・午後
【受付時間】
《午前》８時 分～ 時
《午後》１時 分～３時 分
25

●問合せ先 小笠原村診療所 ２―３８００
母島診療所
３―２１１５

小笠原村診療所の休診

小笠原海運からのお知らせ

)

９月の調整金を含む旅客・貨物運賃をお知
らせします。翌月以降の調整金または、掲載
にない料金は直接営業所２─２１１１まで、
お問い合わせください。
※（ ）内は変動調整額となります。
(

(

)

【村民割引の適正利用について】
村民割引を利用して購入した乗船券で別の
方が乗船することは、運送約款上の不正乗船
に該当します。
このような不正行為を発見した場合は、小

2等和室

２―３９３９

3
0
9
0

小口
0.1t以下
小口
0.075t以下
5
1
7
1

2等寝台

●問合せ先 村民課福祉係

特2等寝台

子育てセミナー・子育て相談会
（ 月）

3等品
3
4
5
1

1等

28

【歯科】
《休診日》９月 日（月）
～ 月 日（木）

等級

26

●問合せ先 小笠原村診療所 ２―３８００

2等和室

旅
客
運
賃

笠原海運㈱および伊豆諸島開発㈱の運送約款
に基づき正規運賃・料金のほかに２倍相当額
の割増料金を請求させていただきます。また
発見後は、おがさわら丸、ははじま丸とも村
民割引の適用を拒否させていただきます。
なお、悪質と認められる場合は法的措置を
とることがありますのでご注意ください。
●問合せ先 父島営業所
２―２１１Ⅰ

小笠原ＤＡＹの開催について

小笠原村観光局では、集客対策事業の一環
として、小笠原諸島のさまざまな魅力を伝え
る小笠原ファンの祭典「小笠原ＤＡＹ」を開
催します。
今回の小笠原ＤＡＹでは、多くの島民、観
光客の皆様にお楽しみいただけるよう、昨年
大好評だった「小笠原の盆踊り」を再現しま
す。
【日時】９月 日（日）午後２時～７時
（荒天以外決行予定）
【場所】都立芝商業高等学校
《クラウドファンディングのお知らせ》
より良く、より盛大なイベントとするた
め、今回の小笠原ＤＡＹではクラウドファン
ディングによる資金調達に挑戦しています。
皆様のご支援、またお知り合いの方へのご
紹介など、ご協力のほどお願いいたします。

●問合せ先 小笠原村観光局
０３―５７７６―２４２２

-7-
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月に臨床心理士による子育てセミナ
ー・個別相談の実施を予定しています。
【対象者】就学前までのお子様とその保護者
【実施時期】 月（日程調整中）
【事前申し込み】必要
【備考】日程や内容等詳細は調整でき次第、
島内掲示板等でお知らせしますので、ご確認
ください。
●問合せ先 村民課福祉係
２―３９３９
母島支所
３―２１１１

特2等寝台
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9月の燃料油価格変動調整金
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小人
25,030
(+730)
18,080
(+530)
13,630
(+400)
11,960
(+350)
身障者
25,030
(+730)
18,080
(+530)
13,630
(+400)
11,960
(+350)
大人
学生
50,060
42,830
(+1,460)
(+1,250)
36,160
28,930
(+1,060)
(+850)
27,250
21,800
(+800)
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23,910
19,130
(+700)
(+560)
村民
村民小人
41,020
20,510
(+1,190)
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【受講料】更新講習：１万５千円
失効再交付講習：２万５千円
※住所・氏名などの変更または紛失されてい
る場合は別途千円
【申し込み場所】株式会社 小笠原マリン
【申し込み時必要書類等】
①小型船舶操縦免許証
②写真２枚（縦 ｃｍ×横 ｃｍ）
③本籍地記載の住民票
（※住所変更がある場合、または住所記載が
ない旧免許の場合）
④自動車運転免許証のコピー
（※紛失されている場合、または写真などが
見えにくい場合）
⑤印鑑
⑥受講料
※申し込み時に受講申込書を記入して頂きま
す。
【当日持参するもの】
①筆記用具
②必要であればメガネ・補聴器等
●問合せ先 株式会社 小笠原マリン
２―２９１７
4.5

3.5

-8-

小笠原動物協議会の取組につい
て

●問合せ先
環境課環境係（小笠原動物協議会事務局）
２―３１１１

平成 年の秋に関係機関・団体により、
「人とペットと野生動物が共存する島づくり
協議会」が設立し、３年が経とうとしていま
す。今年度の総会にて、本協議会の取組内容
について、次のように再整理いたしました。
①野生動物の保護
・今年度から「小笠原希少鳥獣等に関する連
絡調整部会（事務局：環境省小笠原自然保護
官事務所）
」を設置
・部会による野生動物の保護にかかる実務レ
ベルの検討
②飼い主のいないネコ対策
・今年度から「小笠原ネコに関する連絡調整
部会（事務局：小笠原自然文化研究所）
」を
設置
・部会による小笠原ネコプロジェクトの推進
③ペットの適正飼養
・ペットの飼養状況の把握
・ペットの適正飼養の推進
④動物対処室の運営
・オガサワラオオコウモリやアカガシラカラ
スバト、海鳥類などの治療
・負傷・体調不良の捕獲ネコへの一時的な処
置
・週３日（月・水・金）のペット診療をきっ
かけとした適正飼養指導や健康診断

28

私の母島フォトコンテスト
２０１９作品募集

午後１時 カヌー大会開会
午後３時半 ちびっこビーチフラッグ
午後５時 閉会式
※後夜祭はありません。
【場所】脇浜なぎさ公園
【参加要領】男子、女子、男女混合の３カテ
ゴリで競技を行います。３人１組（小学生以
上）でお申し込みください。※小学生のみの
参加の場合、保護者の同意が必要です。
【参加費】中学生以上１人５００円
小学生１人３００円（保険代込み）
【入賞】カテゴリごとに１位～３位、その他
ファミリー賞、仮装賞、島外賞など賞多数。
賞の協賛を募集しています。ご提供は母島観
光協会まで。
【申込方法】申込用紙に料金を添えて、母島
観光協会窓口へ。母島島外にお住まいの方は
メールにてご予約を承ります。
【申込期間】９月１日(日)～ 日（金）
※先着 組で締め切りとなります。
●問合せ先 小笠原母島観光協会
３―２３００
info@hahajima.com

小型船舶操縦免許証
更新・失効再交付講習
小型船舶操縦免許証、更新・失効再交付講
習を下記の日程で開催します。
ご不明な点はお問い合わせください。

30 11

30

30

11

「私の母島フォトコンテスト２０１９」の
作品（母島で撮影されたもの）を募集しま
す。奮ってご応募ください。
【応募期間】２０２０年１月 日（水）必
着分まで受付
【テーマ】
（１）母島の自然…海、山、森など母島の風
景を扱った作品
（２） 母島の動物・植物…イルカやクジ
ラ、魚、鳥、木や花など母島の動物や植物を
扱った作品
（３） 母島の暮らし…母島の日常風景や、
お祭り、イベントなど暮らしを扱った作品
【応募点数】
各テーマ１点(最大３点まで)
【賞】
最優秀賞（１点）
・・・ 賞金：３万円
優秀賞（３点） ・・・ 賞金：５千円
他
【応募方法】
応募票の必要事項をメールにて応募、また
は、応募票に必要事項を記入のうえ、作品と
一緒に郵送ください。
詳細は母島観光協会ＨＰをご確認くださ
い。
●問合せ先 小笠原母島観光協会
３―２３００
ＨＰ[募集要項など]
（https://hahajima.com/newslist/news/?po
stid=891）
20

【日時】 月 日（土）
【場所】地域福祉センター
【講習時間】受付：午前９時～ 時 分
更新講習：午前 時 分～ 時 分
失効再交付講習：午前 時 分～午後１時
【申し込み期間】９月１日～ 日まで

26

10

第５回 母島カノー大会

50

10

15

アウトリガーカヌー競漕を開催します。皆
さま奮ってご参加ください。
【日程】９月 日（日）※荒天中止
午前中
カヌー体験会
22
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的な責任です。さらに、ペットが人と生活す
るということと、離島という特殊な環境を考
慮し、飼い主の方は、日頃からペットの健康
と安全に気を配り、ルールやマナーを守る必
要があります。
東京都では、環境省や動物愛護団体等とと
もに、
『共に生きる～シニアペットとシルバ
ー世代～』をテーマとした「どうぶつ愛護フ
ェスティバル」を９月 日（土）と 日
（日）に開催します。詳細は動物愛護週間中
央行事実行委員会ホームページをご覧くださ
い。
●問合せ先 福祉保健局 健康安全部
環境保健衛生課 ０３―５３２０―４４１２

９月 日（土）
③つつじ山方面指定ルート
④時雨山方面指定ルート
⑤赤旗山方面指定ルート
９月 日（水)
①ガジュマル広場～西海岸
９月 日（木）
③つつじ山方面指定ルート
④時雨山方面指定ルート
⑤赤旗山方面指定ルート
９月 日（金)
②小港～高山・ジョンビーチ方面遊歩道
９月 日（火）
③つつじ山方面指定ルート
④時雨山方面指定ルート
⑤赤旗山方面指定ルート
９月 日（水）
①ガジュマル広場～西海岸
９月 日（木)
②小港～高山・ジョンビーチ方面遊歩道
９月 日（月）
③つつじ山方面指定ルート
④時雨山方面指定ルート
⑤赤旗山方面指定ルート

●問合せ先 支庁土木課自然環境担当
２―２１６７
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銃器による父島のノヤギ排除
及び排除に伴う国有林指定
ルートの通行止めについて

11

動物対処室の長期休診

26

26

30

【休診日】８月 日（金）
～９月９日（月）
※診療は９月 日（水）から再開します。
※同室は野生動物を扱う施設でもあるため、
緊急で野生動物の治療を行う際、飼い主の方
にはお待ちいただくか、予約日時を変更いた
だく可能性がありますこと、ご了承くださ
い。
※ペットを大切に飼う機会として、同室を利
用していただくとともに、診療内容には限り
がありますので、専門的な治療については、
引き続き、内地のかかりつけ医のご利用をお
願いいたします。
●問合せ先
環境課環境係（小笠原動物協議会事務局）
２―３１１１

動物愛護週間

東京都では、父島の植生回復を図るため、
銃器によるノヤギの排除作業を左記の日程に
おいて行います。本事業の実施に伴い、安全
確保のため、国有林指定ルート及び遊歩道を
通行止めにいたします。作業当日は、通行止
めとなったルートには立ち入らないでくださ
い。御理解と御協力のほど、宜しくお願いい
たします。
【作業時間】午前６時～午後２時
※入港日は午前 時まで
【作業区域】ワシントンビーチから巽湾側に
小港までの沿岸とその周辺山域（住宅地及び
東平サンクチュアリを除く。別図参照）
【作業日程及び通行止めルート】
９月６日（金)
③つつじ山方面指定ルート
④時雨山方面指定ルート
⑤赤旗山方面指定ルート
９月７日（土）
①ガジュマル広場～西海岸
９月８日（日）
③つつじ山方面指定ルート
④時雨山方面指定ルート
⑤赤旗山方面指定ルート
９月 日（木)
②小港～高山・ジョンビーチ方面遊歩道
９月 日（金）
③つつじ山方面指定ルート
④時雨山方面指定ルート
⑤赤旗山方面指定ルート
12

13

23

11

９月 日（金）～ 日（木）は動物愛護
週間です。この機会に、私達が飼っているイ
ヌやネコ、ウサギや小鳥、鑑賞魚、昆虫など
の動物や身近にいる動物たちについて、もう
一度考えてみましょう。
「愛情を持って終生飼う」
、
「無責任に捨て
ない」
、
「逃げ出さないよう屋内や工夫された
ケージで飼う」
、
「むやみに繁殖させない」
、
「災害に備えたしつけ・用意をする」など、
ペットを適正に飼養することは飼い主の基本
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国立天文台内 ２―７３３３

10

「ギャラクティック・キッズ」
開催
第 回「環のある星」
土星が見えてきたよ！望遠鏡でみてみよ
う！土星には生き物はいるのかな？
【日時】９月 日（水）午後７時〜８時半
【対象者】小学校３年生以上
※１、２年生は保護者同伴で参加可能
【募集人数】 名
【集合場所】奥村運動場クラブハウス
【参加費】３００円（保険代含む）
※２回目からは１００円
【申込締切】９月 日（火）まで
【申込方法】小学校玄関の申込箱に申込用紙
を入れてください。
●問合せ先

ビジターセンターのお知らせ
９月の開館：おがさわら丸の入港日～出港日
開館時間：午前８時 分～午後５時
【特別展】
■本館
「島のくらし」展～現在の島の生活を紹介
開催中
島外に住む人はもちろん、島民であっても
意外と知らない島の生活についてご紹介しま
す。
■新館
「遊歩道の固有植物 父島編～たどりつい
たキセキ、めぐりあったキセキ」開催中
父島の遊歩道でみられる固有の植物につい
てご案内します。
●問合せ先

小笠原ビジターセンター
２―３００１

国有林の森林生態系保護地域入
林簡易講習会（父島・母島）

習を実施します。指定ルートを利用するため
には、入林申請と講習修了により発行される
「年間パス」の携行が必要です。
２ 調査・研究及び作業等の目的で入林する
方（調査研究簡易講習）
森林生態系保護地域において、調査・研
究、同補助及び作業の目的で入林するために
は、利用講習の受講と入林申請が必要です。
実施時間は、１の簡易講習と同時並行して実
施しますので、１の開催時間から受講くださ
い。
※１、２共に有効期間は２年間となります。
有効期間を過ぎて引き続きの利用を希望さ
れる場合には、再度講習の受講をお願いいた
します。
◎父島会場
【日時】９月 日（金）
午後３時 分～４時 分
【場所】小笠原総合事務所３階会議室
◎母島会場
【日時】９月 日（月）午後６時～７時
【場所】村民会館２階視聴覚室及び会議室
●必要な物
当日は、住所と年齢が確認できるもの（免
許証など）
、印鑑及び筆記用具をご持参くだ
さい。
30

30

●問合せ先
小笠原諸島森林生態系保全センター
２―３４０３

小笠原国立公園こども
パークレンジャー 母島
「母島の夜の世界を覗くんジャ
ー！」参加者募集

環境省のレンジャーのお仕事体験を通じ
て、母島の自然をより深く知る「小笠原国立
公園こどもパークレンジャー 母島」を開
催します。昨年は、新夕日ヶ丘で虫と植物の
関係をリサーチしました。今年は、夜の森を
探検して、日中とはひと味違ういきものの世
界を覗いてみませんか？
【開催場所】母島南崎（予定）
【対象】小中学生（親子での参加も可）
定員 名程度（先着順）
【日時】 月 日(土)
※予備日
月 日 (土)
午後５時 分沖港船待集合（厳守）
～午後８時 分頃船待解散
※船待から現地までの送迎あり（自家用車の
使用も可）
【募集期間】９月 日(火)～ 日(金)

●問合せ先 一般社団法人アイランズケア
０９０―３４４９―５８６４
（受付時間：平日の午前８時～午後５時
※不在の場合は、折り返しお電話致しま
す。
）
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次の１及び２の目的で国有林の森林生態系
保護地域に入林される場合には、入林申請と
利用講習の受講が必要となります。受講を希
望される方は、事前に電話でお申込みくださ
い。なお、下記講習日に受講できない方は、
別途電話にてご相談ください。
また、許可証及び年間パスの当日交付が必
要な方は、事前申請が必要となる場合があり
ます。
１ 村民としてレクリエーション目的で指定
ルートを利用される方（村民レクリエーショ
ン簡易講習）
父島及び母島の国有林内の指定ルートを利
用するための村民向け入林申請受付と簡易講

13

30

10

30 10

15

64

◎マイマイビンゴ（各回１時間程度）
マイマイの種類や多様性についてビンゴで
学ぼう！ちょっとした景品があります。
【開催時刻】※途中参加可
午前 時～
午後１時～

10

◎マイマイフォト（常時開催）
プリクラ感覚でマイマイな写真を撮ってみ
よう！写真はその場でお渡しします。

海洋センターだより その

220

―ふ化シーズン真っ只中―
今年はカメシーズン序盤の水温が低かった
せいか、海洋センターふ化場でのふ化が昨年
に比べ３週間ほど遅れました。最初の稚ガメ
が出てからは、台風もお構いなしに、ほぼ毎
日脱出が確認されています。
（脱出＝稚ガメ
が産卵巣から地上に出てくること）
ウミガメは外温（性）動物で、行動や代謝
が少なからず水温に左右されます。私が小・
中学生の頃は、動物は外の気温によって体温
が左右されない「恒温動物」と、左右される
「変温動物」の２種類に分けられると教わり
ました。しかし、様々な動物種で研究が進
み、その体温制御が種によって多様であるこ
とが発見されてからは、
「恒温動物」や「変
温動物」という言葉は、学術的には使われな
くなってきているそうです。海洋センターで
飼育しているウミガメを観察していると、夏
場は活発に動き、たくさんご飯を食べるのに
比べ、冬場は動きが鈍く、食欲も低下してい
るのがよくわかります。これは、大きなカメ
に比べると小さな稚ガメでより顕著です。ど
うやら体が大きいほど、寒さには強くなるよ
うです。体内に蓄えた脂肪のおかげでしょう
か？
また、ウミガメは行動だけでなく、性別の
決定も温度に左右されます。これを「温度依
存型性決定 temperature-dependent sexdetermination, TSD)」と呼び、ウミガメの
場合は性別の決定期間内において、卵の平均
温度がある特定の温度より低ければオス、高

ければメスとなることが知られています。
私たち人間も、夏は暑いから半袖を着てア
イスを食べる、冬はコタツに入り鍋を食べて
温まる等、生活が外気温に左右されますが、
ウミガメは性別の決定からふ化の時期、繁殖
期に至るまで、人間以上に、一生を通して気
温や水温に生涯が左右されているようです。

●問合せ先 小笠原海洋センター
２―２８３０
（認定ＮＰＯ法人エバーラスティング・ネイ
チャー)
ホームページ https://bonin-ocean.net

―村民ボランティア募集―
ウミガメの調査や飼育業務の村民ボランテ
ィアを募集しています。月１回でも構いませ
んので興味のある方はご連絡ください。

今後、 月ごろまでふ化のシーズンが続
きます。海岸で海に向かう稚ガメを見かけた
際は、ライトで照らさず、優しく見守ってあ
げてください。また、海岸以外の道路や公園
のトイレの周り等で稚ガメを見かけた際に
は、小笠原海洋センターまでご連絡くださ
い。

11

『レッツシェア！
マイマイワールド
マイマイと楽しい思い出を
作ろう！』
【日時】９月 日（日）
午前 時～午後４時
【場所】小笠原世界遺産センター
世界遺産の価値として認められているマイ
マイ（カタツムリ）の世界を身近に感じるこ
とができるイベントです。この機会に、ぜひ
世界遺産センターにお越しください！
20

●問合せ先
環境省小笠原自然保護官事務所
２―７１７４
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◎バックヤードツアー（各回 分程度）
普段は入れない飼育室で、マイマイの飼育
や守る意味についてスタッフが解説します。
【開催時刻】※予約不要 各回先着 名
午前 時 分～
午前 時 分～
午前 時 分～
午後１ 時 分～
午後２時 分～
11 10 10

11

編集・発行 小笠原村総務課
令和元（2019）年 9 月 1 日（日）
NO．704

編集・発行 小笠原村総務課
令和元（2019）年 9 月 1 日（日）
NO．704

「種族を超えたイルカの子育て」
イルカの子育てに関するお話で興味深いも
のがあります。南太平洋のフランス領ポリネ
シアに属する環礁で、ハンドウイルカ（小笠
原では沖バンドウとしても知られる種類）が
自身とは異なる鯨種の子供を３年半にわたり
養育した事例が報告されたのです。育てられ
た子供は、カズハゴンドウというマイルカ科
カズハゴンドウ属の仲間で、大人になっても
３メートル程度の種類です。ハンドウイルカ
自体も３～４メートル近くまで成長するの
で、大きさ的には同等です。こちらも同じマ
イルカ科の仲間ですが、ハンドウイルカ属で
あるため、分類学上は「属」を超えての子育
てということになります。私たちヒト（ヒト
科ヒト属）に例えると、オランウータン（ヒ
ト科オランウータン属）の子供にお乳を与え
るというイメージです。チンパンジー（ヒト
科チンパンジー属）でもよいでしょう。
「あ
りえなくもないな。
」と納得するかどうかは
皆さんにお任せします。
ある種類のイルカが「属」の違う子供を連
れていたという事件は、なんとここ小笠原で
も起こっています。２０１３年～２０１７年
の間に、ミナミハンドウイルカ（マイルカ科
ハンドウイルカ属）がハシナガイルカ（マイ
ルカ科スジイルカ属）の子供を連れ添う事例
が５件確認されています。数日しか観察記録
がない事例が多く、最長記録でも２か月弱と
そう長くはありません。しかしながら、授乳
シーンも観察されているため、一時的ではあ
りますが、養育していたのではないかと考え
られます。親とはぐれた子イルカの面倒を見
ていたのか、子イルカが間違って付いてきた
のか、その真相はわかりませんが、大変珍し
い事例であることは言うまでもありません。
複数の鯨種が狭い範囲に暮らす小笠原のよ
うな環境において、今後もこのような事例が

起こりえる可能性は十分あります。もしこの
ような光景を目撃した場合は、ぜひＯＷＡま
でお知らせをお願いいたします。
● 問合せ先
一般社団法人 小笠原ホエールウォッチン
グ協会
２ー３２１５

◎マイマイのイマ
第五十三貝「ハハジマイマイの夏～旅立～」

七月六日
ボクが薄暗い中、ふと気づくと、そこは何
もない部屋だった。壁や天井も透明で、下を
見るとヌノミがいる。その下には・・ヌノジ
ロウもいる。同じように透明な部屋に入れら
れている。ううー土も葉っぱもない。ここは
乾燥するな～。これは引っ込んでいるに限
る！
七月七日
ゴウンゴウン、ヴーーー。暗い透明な部屋
の中に、何だが音がしているような。なんだ
か揺れているような。
七月八日
いつの間にか寝ていたら、突然ふわっと体
が持ち上がり、湿った紙が敷かれた部屋に降
ろされた。隣の部屋にはヌノミがいる。ヌノ
ミは体をうんと伸ばして周りの様子を見てい
る。あ、目が合った。
七月九日
空から何か白いものと茶色いものがやって
きた。茶色いものは土に触るか触らないかで
引っ込んだ。残った白いものは・・・ん？食
べ物の匂いだ。食べても良いんだろう
か・・・。あ！ヌノミ！！もうめっちゃ食べ
てる！えっ！えっ！？ヌノジロウも！・・・
これ食べても大丈夫なやつなのーー
ー！！！？？？

この夏、母島から東京都墨田区にヌノメカ
タマイマイがやってきた。母島の山ツアーで
は馴染みもあるだろう。父島でニューギニア
ヤリガタリクウズムシ（カタツムリを食べる
ニョロニョロしたやつ）に食べられて野生絶
滅してしまったカタマイマイたちの仲間だ。
母島には、脅威！ニューヤリは侵入してい
ないが、近年、一部でマイマイが減ってい

・・・かもしれない。

る。何のせいかはまだよくわからない。さら
にニューヤリがいつ父島から渡ってしまうと
も限らない。きっと、緊急事態になったら父
島の世界遺産センターのように、母島のマイ
マイも人の手で一時避難をしないとあっとい
う間に天然記念物マイマイは見られなくなっ
てしまう。
ということで、エマージェンシーに備えて
繁殖技術を開発すべく、何匹かのマイマイに
墨田区にお越し頂いたのだ（もちろん、正式
な許可を受けて）
。さあ、この物語の主人公
ならぬ主マイマイ公、ヌノメカタマイマイの
ヌノムラさん。ヌノミやヌノジロウとの恋の
行方やいかに（マイマイは雌雄同体）！

つづく

【文】自然環境研究センター・涌井茜【イラ
スト】橋本愛

●問合せ先 教育委員会２―３１１７

-12-

NO．704

令和元年（2019）年 9 月 1 日（日）

編集・発行小笠原村総務課
―

村民課福祉係—

—

第２３５号―

９月 1 日は

備えて安心！一人ひとりが取り組む防災
小笠原村は、過去には津波や地震が発生し、夏から秋にかけては常に台風の危険もあります。また、今後、南海トラ
フ地震による大規模な津波がやってくることも想定されます。一人ひとりが自分と家族の身を守る備えをすることで、
災害の被害を少なくすることができます。防災への備えを「今」見直してみましょう。

一番大切なことは「自分の命は自分で守る」こと
災害時には、一人ひとりが自分の身の安全を守ることが最も大切です。そのためには、まず自分の家の安全対策を
しておくとともに、地震や津波にあったときの身の安全の図り方を知っておくことが必要です。また身の安全を確保
し、生き延びていくために、水や食料、生活必需品の備えをしておくことも重要です。

今やろう！４つの備え
①家の中の備え

②災害発生時の備え

今までの大地震で多くの方が、倒れてきた家具の下敷き

□地震が起きたら、頭を座布団などで保護し、大きな
家具から離れ、丈夫な机の下などに隠れる。

になって亡くなっています。

□海岸近くにいるときに強い揺れを感じたり、津波警

□寝室や子ども部屋には出来るだけ家具を置かない。

報を聞いたら、すぐに高台に避難する。

または低い家具にする。

□避難先を確認しておく。

□転倒防止対策（金具、ワイヤー、ストッパー等の利

津波ハザードマップや避難所は村役場のホームペー

用）をする。

ジで確認できます。

③物の備え（日常備蓄）

④コミュニケーションの備え

□日頃利用している食料品や生活必需品を多めに

□家族で災害時の連絡方法や集合場所などを決めて

購入しておく。消費期限が近づいたら使い、新

おく。

たに購入する。

災害伝言板（携帯電話インターネットサービス）や
災害伝言ダイヤル（171）も活用しましょう。

□非常持ち出し品をまとめておく。

□日頃から隣近所と挨拶をして、災害時に協力できる

□１週間分の備蓄をする。

関係性を築いておきましょう。

〇乳幼児のいる家庭：ミルク、哺乳瓶、離乳食、ス
プーン、オムツ等
〇要介護者のいる家庭：常備薬、お薬手帳（説明書）
補助具、オムツ等

クジラ：１週間分の備蓄が必要なんだね。日頃から使っているものを多めに買ってまわしていけ
ばいいんだね。これならわたしも出来そうだな～
保健師：命と健康を守るためになにが必要か考えるいい機会になりますね。健康でいることが防
災の備えの１つになります。
クジラ：なるほど！普段から健康でいるために大切なことを考えてみよう。
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日付 曜日

行

事

小笠原高等学校

1

予

定

日付 曜日

行

16 月

敬老大会（父島）
敬老の日の集い(母島)

図書館開放

日 動物対処室の長期休診（～9日）

事

予

定
敬老の日

小型船舶操縦免許講習申込（～30日）

入港日

2

月

防災訓練、シロアリ相談・点検申込期間（～25日）

出港日

17 火

小笠原国立公園こどもパークレンジャーin母島参加者募集（～27日）

小笠原高等学校公開講座申込期間（～13日）

3

4

火
水

18 水

都ノヤギ排除
平成３０年度決算特別委員会

19 木

都ノヤギ排除
平成３０年度決算特別委員会
小笠原村議会第３回定例会本会議（議案審議）

出港日

5

木 定期予防接種

入港日

20 金

第36回くらしの法律・税金相談、都ノヤギ排除
農業簿記講習会（母島）、動物愛護週間（～26日）

都ノヤギ排除

6

第36回くらしの法律・税金相談、農業簿記講習会（父島）

金

21 土 秋の全国交通安全運動（～30日）
22 日

皮膚科専門診療（母島）（～22日）
小笠原高等学校 図書館開放
第５回 母島カノー大会

23 月

出港日
交通安全キャンペーン

小笠原中学校学習発表会

7

土

ヘルスアップ教室・ナイトウォーキング～ウェザーステーション～

都ノヤギ排除

8

日

入港日
小笠原高等学校 図書館開放
都ノヤギ排除

秋分の日

小笠原諸島振興開発計画（素案）意見募集締切

9

月

24 火 皮膚科専門診療（父島）（～28日）
都ノヤギ排除
都ノヤギ排除

小笠原村議会第３回定例会本会議（一般質問）

10 火 母島乳幼児計測会

25 水

出港日

11 水

総務委員会、硫黄島調査特別委員会、小笠原航空路開設推進特別委員会

小笠原村議会第３回定例会本会議（議案審議）

入港日

26 木

都ノヤギ排除
シロアリ相談・点検（母島）（～10月1日）

村民相談、ギャラクティック・キッズ、母島巡回労働相談

12 木
13 金

乳幼児健診・歯科健診（父島）
都ノヤギ排除
行政相談所の開設
都ノヤギ排除
国有林の森林生態系保護地域入林簡易講習会（父島）

14 土 小笠原小学校
都ノヤギ排除
小笠原高等学校

15 日

入港日
学校公開

27 金

電話による無料法律相談
母島交通安全講習会

28 土
出港日

29 日 小笠原高等学校 図書館開放、小笠原DAY
レッツシェア！マイマイワールド

マイマイと楽しい思い出を作ろう！

都ノヤギ排除

図書館開放

30 月

国有林の森林生態系保護地域入林簡易講習会（母島）

小笠原村診療所（歯科）の休診（～10月17日）

