10

歯科衛生士︵
委託職員︶
の募集

︻採用人員︼１名
︻勤務場所︼母島診療所
︻申込期限︼７月 日︵
木︶
※詳細についてはお問い合わせください︒

●問合せ先 診療所診療所係 ２︱３８００

閑散期対策事業︵
村補助事業︶

２︱３１１４
３︱２１１１

村では︑昨年度に引き続き﹁小笠原村閑散
期対策事業費補助制度﹂を設けました︒
これは︑島内の団体・グループ等が行う事
業で︑いわゆる閑散期に観光客等の来訪者の
誘致が見込める事業に対して︑その事業費の
一部を補助するという制度です︒
補助要綱は産業観光課︑母島支所で配布し
ています︒
︻補助対象︼
構成員が概ね５名以上で︑村が補助する
に相応しい計画を持つ団体︑グループ等
︻対象事業︼
閑散期︵
年末年始を除く９月から３月ま
での期間︶
に観光客等の来訪者の誘致が見
込め︑かつ︑村の経済活性化に資すると認
められる事業
︻補助金額および件数︼
１件 万円を限度として補助します︒
募集数４件
︻申請期限︼８月 日︵
金︶

●問合せ先
産業観光課産業観光係
母島支所庶務係
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TEL04998(2)3111

村民だより

小笠原村職員の募集

２︱３１１１
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●問合せ先 総務課総務係
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60

︻職種および採用人員︼
︽一般事務︾若干名
︽保 健 師︾若干名
︻採用予定日︼
平成 年 月１日以降
︻勤務場所︼
本庁または事業所
︻待
遇︼
小笠原村給与条例等による
︻受験資格︼
︽一般事務︾
昭和 年４月２日から昭和 年４月
１日までに生まれた方
︽保 健 師︾
昭和 年４月２日から昭和 年４月
１日までに生まれた方で︑保健師免許を
持っている方
︻選考方法︼
︽一般事務︾筆記および口述試験
︽保 健 師︾口述試験
︻試験日時および会場︼
︽一般事務︾
第一次試験
日時 ８月 日︵
日︶
第１会場 小笠原村役場
第２会場 東京都立産業貿易センター
第二次試験
日時 ８月 日︵
土︶
会場 小笠原村役場
︽保 健 師︾
日時 随時実施
会場 小笠原村役場または
小笠原村東京連絡事務所
︻申込期限︼７月 日︵
金︶
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http：//www．ｖｉｌｌ．ｏgasawara．ｔｏｋｙｏ．ｊｐ

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

ﾀﾞﾑ 貯水率
6/26 現在
父島
100/100
母島
100/100
５月気象状況(父島)
最高気温 28.0℃
最低気温 19.6℃
平均気温 23.5℃
平均湿度 86％
月降水量 96.5mm
住民基本台帳登録者数（６/１）
2,378 人
父島
母島
人口
1,932 人 446 人
238
世帯
1,061
14 人
29 人
短期滞在者

〒100−2101

小笠原 ―OGASAWARA−

東京都小笠原村父島字西町

７/１(火)

小笠原村総務課
編集・発行

ＮＯ．４７２
平成 15 年(2003)

FAX04998(2)3222
ホームページアドレス

７月２７日(日)は
小笠原村長選挙の日です

<母島は繰上投票７月２６日(土)>

よりよい小笠原村を実現するためにふさわしい代表者を決める選挙です。
忘れずに投票しましょう。
詳しくは２，３ページをご覧ください。
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７月２７日(日)は
小笠原村長選挙の投票日です。
＜母島は繰上投票７月２６日(土)です。＞
【選 挙 日 程】
告 示 日
平成１５年７月２２日（火）
繰上投票日（母島）
７月２６日（土） 午前７時から午後８時まで
投 票 日（父島）
７月２７日（日） 午前７時から午後８時まで
選 挙 会（開票）
７月２７日（日） 午後９時から（即日開票）

【投

票

父 島
母 島

所】
小笠原村地域福祉センター
母島村民会館

◇投票所へは投票所入場券を持参してください。
（入場券が投票日前日になっても届かない場合や、記載事項に誤りがある場合はご連絡ください。
）

最近、転入届を出された方や２０歳になられた方へ、あなたは有権者でしょうか？
あ な た の → 昭和５８年７月２９日以降→ 投票できません
生年月日は？ → 昭和５８年７月２８日以前
↓
小笠原村に住民登録を → 平成１５年４月２１日以前→ 投票できます（※）
したのはいつですか？ → 平成１５年４月２２日以降→ 投票できません
※ 投票日の前日（母島は繰上投票日の前日）までに小笠原村外へ転出される方は投票できません。
詳しくは、選挙管理委員会（２−３１１１）までお問い合わせください。

【不在者投票について】
投票は、原則として投票日（もしくは繰上投票日）に投票所において行うものとなっています。
しかし、投票日に投票所へ行けない方のために不在者投票制度があります。
不在者投票所へは投票所入場券を持参してください。
●不在者投票期間

７月２２日（火）〜７月２６日（土）
※母島にお住まいの方は、母島繰上投票日の前日の７月２５日（金）まで
※母島にお住まいの方が、父島で不在者投票をする場合は２５日（金）の正午まで

●受付場所と時間

父島 ： 村役場総務課
母島 ： 母 島 支 所

午前８時３０分〜午後８時
午前８時３０分〜午後６時

●不在者投票用紙の請求について
不在者投票用紙の請求は、告示日前（７月２１日(月)以前）でもできますのでお問い合わせください。
また、７月２２日（火）は立候補者の届出日となっており、不在者投票記載台には立候補者の一覧が貼り
出されていませんのでご注意ください。
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【小笠原村以外の市町村で不在者投票される方について】
（有権者で不在者投票期間中、村内にいない方）
● 投票用紙等の請求について

7 月１６日（水）までに村役場総務課または母島支所へ不在者投票の投票用紙等の請求を行ってください。
（所定の請求書に必要事項を記入して提出してください。
）
請求した投票用紙等は滞在先へ郵送されます。
（７月２０日(日)から発送いたします。
）
受け取ったら本人が直ちに（ただし告示日の７月２２日(火)以降）滞在先の市区町村選挙管理委員会（指定
病院等(注)に入院の方は入院先の病院長等）に持参し、係員の指示に従って投票してください。
投票後は、投票を行った市区町村選挙管理委員会等から小笠原村へ送致されます。
（７月２５日(金)竹芝出港のおがさわら丸に郵送で間に合うよう余裕を持ってお済ませください。
この便より後になりますと、投票が無効になりますのでご注意ください。
）
注：指定病院について＝入院されている病院等が、不在者投票を行うことができる施設であることを
所在地の選挙管理委員会が定めている病院等のことをいいます。
（詳しくは入院されている病院等にご確認ください。
）

【父島〜母島間で、７月２１日以降転居された方の投票について】
父島→母島へ転居された方 ７月２７日（日）の投票日に父島で投票となります。
（７月２６日(土)までに母島支所もしくは父島の村役場において不在者投票を行うこともできます。
）
母島→父島へ転居された方 ７月２６日（土）の繰上投票日に母島で投票となります。
（７月２５日(金)までに父島の村役場もしくは母島支所において不在者投票を行うこともできます。
）
不在者投票の受付場所・時間を以下の表でご確認ください。
（○＝その場所において不在者投票できます。 ×＝不在者投票できません。
）
不在者
投票場所

父島→母島へ
転居された方

母島→父島へ
転居された方

父 島
村役場総務課
8:30〜20:00
母島支所
8:30〜18:00
父 島
村役場総務課
8:30〜20:00
母島支所
8:30〜18:00

７／２２
〜７／２４

７／２５

○

○

母島繰上投票日

７／２７
投票日

○

×

×

×

７／２６

○

○

8:30〜正午

○
●問合せ先 小笠原村選挙管理委員会 ２−３１１１
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◎くらしの税の教室

老人医療費助成制度
福
○
毎年７月は
○福 医療証の更新月です︒

新たに申請される方︑新しい医療証に更新さ
れる方は︑村民課住民係または母島支所で手

続きをお願いします︒︵
○福 に該当する方に
は︑事前に通知を送付しています︒
︶
︻老人医療費助成
○福 制度とは︼

都内に住所を有し︑概ね 歳〜 歳の健
康保険加入者︵生活保護受給者と社会保険の
被保険者本人を除く︶で︑一定の所得以下の
方を対象とした東京都の医療助成制度です︒

対象者には︑
○福 医療証が交付され︑一部

︻対象年齢︼

生 年 月 日

昭和 年６月 日
までに生まれた方

対象になる時期

歳の誕生日
から対象

昭和 年７月１日〜
平成
昭和 年６月 日
までに生まれた方

４５７万２千円

４１９万２千円

３８１万２千円

３４３万２千円

３０５万２千円

２５７万２千円

所得限度額

年７月
から対象

年７月
から対象

昭和 年７月１日〜
平成
昭和 年６月 日
までに生まれた方

︻所得要件︼

扶養親族の数

０ 人

１ 人

２ 人

３ 人

４ 人

５ 人

●問合せ先 村民課住民係

２︱３１１３

その場合︑健康保険の一部負担金で受診する
ことになりますが︑差額の払い戻しを受ける
ことができます︒詳しくは村民課住民係まで
お問い合わせください︒

場合には
○福 医療証は使えません︒

制度です︒そのため︑都外で診療を受ける

老人医療費助成
○福 制度は東京都が行う

︻その他︼

30

30

くらしの総合相談

30

税務調査は法人だけではありません︒確
定申告を行う個人の調査や︑親子間での相
続・贈与の調査もあります︒実際にどのよ
うな税務調査が行なわれるのか﹁模擬税務
調査﹂
の続編です︒
︻日時︼７月 日︵
月︶
午後５時 分〜７時 分
︻場所︼父島 地域福祉センター２階会議室
母島 母島支所２階会議室
30

●問合せ先
村民課住民係
２︱３１１３
サポート専門家グループ専用電話
０８０︱１０８７︱５４７７

21

負担金を支払うだけで医療が受けられます︒

65
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30

16

10

11 10

12 11

弁護士・司法書士・税理士等の法律関係者
のボランティア﹁
小笠原サポート専門家グル
ープ﹂の主催により︑﹁
第５回くらしの総合相
談﹂が開催されます︒
ご相談のある方︑お悩みのある方は︑ぜひ
お気軽にお立ち寄りください︒
◎くらしの総合相談︵
法律・
税務等︶
︑
遺言の相談
皆様の法律相談︑税務相談︑遺言の相談に
無料で応じます︒ただし︑公正証書で遺言を
作成する場合は有料となります︒
︻日時︼
７月 日︵
日︶午後７時〜９時
７月 日︵
月︶午前９時〜午後５時
︵正午〜午後２時は除く︶
７月 日︵
火︶午前９時〜正午
︻場所︼父島 地域福祉センター２階会議室
母島 母島支所２階会議室
※相談の事前予約も受け付けます︒村民課お
よび母島支所で配布している﹁相談受付票﹂
をご利用いただくか︑受付専用電話０８０
︱１０８７︱５４７７にお電話ください︒
※ご要望があれば相談会場以外に出張して相
談をお受けします︒
◎くらしの法律教室

21
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七島学生寮廃止後の﹁
新制度﹂

30

固定資産税の納期
﹁登記はしなくちゃいけないの？ しないと
どうなるの？﹂
平成 年度固定資産税第２期の納期限は︑
法務局がない小笠原では︑土地を買ったけ
７月 日です︒お忘れのないようお願いしま れど登記をしていない︑相続登記をもう何代
す︒
もしていないということがありがちです︒司
郵便局または農協の口座からの自動払込に 法書士が登記について説明します︒
よる納付を申し込まれている方は︑残高不足 ︻日時︼７月 日︵月︶午後１時〜２時
にご注意ください︒
︻場所︼父島 地域福祉センター２階会議室
母島 母島支所２階会議室

２︱３１１１

︵財︶七島学生寮が平成 年３月 日をも
って廃止されるのに伴い︑これに変わる新制
度﹁民間学生会館等入寮保証金立替制度﹂が
平成 年４月１日から始まります︒
この制度は︑島しょ町村の義務教育修了者
のうち島外に進学される方が︑学生会館等に
入寮する際に必要な入寮保証金について︑東
京都島嶼町村一部事務組合が立替え払いをす
る制度です︒詳細については村役場総務課に
お問い合わせください︒
また︑この制度の利用希望者のための学生
会館等の施設見学・説明会を内地において行
います︒
︻日程︼
︽男子学生会館︾８月 日︵
水︶
︽女子学生会館︾８月 日︵
金︶
︻時間︼午前９時 分 島嶼会館集合
︵午後４時頃終了予定︶
︻参加資格︼
島外進学予定者本人および保護者
︻参加申込︼
７月 日︵
水︶までに総務課または母島
支所へ申込表を提出してください︒
︵申込表は村役場に用意してあります︒
︶
30

●問合せ先 総務課総務係

31

２︱３１１２

69

16

15

31

●問合せ先 財政課税務係

65

編集・発行 小笠原村総務課
平成 15（2003）年 7 月 1 日（火）
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村営バス夏季ダイヤ

２︱３９８８

35 35 15 15

･

２００３小笠原観光写真
コンテスト

26

19

10

)
(

●問合せ先
産業観光課産業観光係

)
(

２︱３１１４

22

16

２︱３１１４

﹁
第３回パッション・
フルーツ祭﹂開催される

35

小笠原村産業活性化対策協議会
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31

村営バスでは︑夏の観光シーズン到来に合
村主催のフォトコンテストも今年で９回
わせ︑土 日曜日の扇浦線について︑夏季ダイ
６月８日に小笠原諸島返還 周年記念 小
目となりました︒今回入賞した作品は平成
ヤを設定しました︒
笠原村産業祭﹁第３回パッション・フルーツ
夏季ダイヤは︑通常の休日ダイヤより始発 年度から３年間︑観光ＰＲ用に有効活用させ 祭﹂が開催されました︒
が１時間早く︑終発が１時間遅くなります︒ ていただきます︒
会場では︑
パッションフルーツ試食・即売︑
今年度からデジタルカメラの作品を募集す
これにより︑小港海岸︑ジョン・ジニービ
パッションジュースやリキュールの試飲︑商
ーチなどにも時間に余裕を持ってお出かけに るほか︑入賞賞金を増額するなどグレード
工会女性部と美味しい会による手料理が無料
アップを図ります︒詳細は７月 日までに小 で振る舞われました︒
なれます︒
村営バスで︑夏の休日をご家族やお友達と 笠原村のホームページなどでお知らせします︒ また︑小笠原太鼓︑フラダンス︑南洋踊り
応募期間は８月１日〜 月１日です︒
楽しく野外でお過ごしください︒
＆ＫＡＫＡが披露され︑会場は大にぎわいで
なお︑
応募要綱は８月１日から産業観光課︑
︻実施期間︼７月 日︵
土︶〜８月 日︵
日︶
した︒たくさん用意したパッションフルーツ
母島支所などでお配りします︒
※土・日曜日のみ
の即売もすぐに売り切れてしまいました︒
皆様のご応募をお待ちしております︒
︻運行路線︼
ご協力いただきました各関係団体の皆様︑
︽扇浦線︵
村役場前〜小港海岸往復︶
︾
ご来場くださいました皆様に御礼申し上げま
●問合せ先
○村役場前 始発 午前８時 分
産業観光課産業観光係
２︱３１１４ す︒
終発 午後５時 分
同時に行われた︑パッション品評会各賞の
○小港海岸 始発 午前８時 分
受賞農家は次のとおりです︒
小笠原村観光ＰＲデー
終発 午後５時 分
○金賞︵
小笠原村長賞︶
昼を除き約１時間に１本の運行です︒
小松 朗生
小笠原村では︑日本ハムファイターズ小笠
循環線では夏季ダイヤは実施しませんの
原道大選手が小笠原村観光親善大使であるこ ○銀賞
でご注意ください︒
小笠原総合事務所長賞︶
とから東京ドームで観光ＰＲデーを行います︒ ︵
都留 隆興
今年は︑７月 日 土 のロッテ戦です︒
※バス停にいたずらしないで！
︵
小笠原支庁長賞︶
試合開始前に小笠原村の中学生による日本
最近︑バス停のパネルがねじ曲げられたり︑
フルーツランド海原
ハム︑ロッテ両チームと小笠原選手への特産
時刻表が掲示板ごと取り外される事件が起こ
︵ 東京島しょ小笠原父島支店長賞︶
品の贈呈︑始球式などのセレモニーを行いま
りました︒
藤谷 明憲
す︒この期間に上京される方は︑ぜひ球場に
こうした心ない行為は︑
運行の支障となり︑
○銅賞
足を運んでください︒
利用される方々に大きな迷惑をかけることに
︵
小笠原村観光協会長賞︶
※７月 日 土 の試合前のイベントにも小
なるので︑絶対にしないでください︒
山中 幾雄
笠原村の少年野球チーム﹁
小笠原ファイタ
このような行為を見かけた方は︑村役場ま
︵
母島観光協会長賞︶
ーズ﹂が参加します︒これは︑試合開始前
でご連絡ください︒
藤谷 朋香
に少年野球チームが東京ドームでノックを
︵
小笠原海運株式会社 社長賞︶
受けられるイベントです︒元気いっぱいノ
竹原 邦博
ックを受けている子供たちをぜひ見に行っ
︵
東京都農業共済組合連合会長賞︶
てください︒
上川 耕治
●問合せ先
ご利用に関すること
村営バス営業所
バス事業に関すること
産業観光課企業係

･

２︱３１１３
３︱２１１１

26

JA

世界自然遺産候補地に

●問合せ先 企画課企画係

●問合せ先
村民課環境衛生係
母島支所庶務係

古タイヤ︑自動車︑オートバイ︑原付の島
外搬出を奇数月に行っています︒
日程は︑村掲示板と防災無線でお知らせし
ます︒詳細はお問い合わせください︒

７月はポンコツ車の島外搬出月

２︱３１２０

環境省と林野庁が設置した﹁世界自然遺産
候補地に関する検討会﹂が３月から５月まで
に４回行われました︒
この検討会において︑小笠原諸島が知床
琉球諸島とともに︑世界遺産条約に定める登
録基準等に合致する可能性が高い地域︵
候補
地︶
として選定されました︒
ただし︑現段階では移入種対策や十分な保
護担保措置がとられていないことなどの問題
もあり︑ただちに世界遺産候補地として推薦
される状況ではなく︑今後︑保護管理措置等
の条件が整った場合に国から世界遺産委員会
へ推薦されることとなります︒
小笠原諸島の自然環境が︑学術的に世界自
然遺産の推薦に値すると認められたことはす
ばらしいことですが︑現状では︑自然環境を
観光資源に利用していることもあり︑世界自
然遺産に推薦︑登録されることの意義を改め
て考えていく必要もあります︒
対象エリアの確定や保全策の内容などの検
討課題も多いため︑村としては今後︑村内の
意見を集約しながら︑国や都と十分な連携を
とっていきます︒
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アカギ駆除と固有種植栽の
村民ボランティア募集

イモゾウムシ

アリモドキゾウムシ

アフリカマイマイ

および生塊根等の地下部

んばいひるがお等の生茎

あさがお・
さつまいも・
ぐ

母島では植物防疫補助員が

小笠原総合事務所が実施する︑７月の﹁母
島巡回労働相談﹂の日程は次のとおりです︒
当日︑都合が悪く来館できない方は︑電話
による相談も可能です︒
︻日時︼７月 日︵
月︶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︑賃金︑解雇等︶
○求人求職︵求人・求職申込等︶
○労災保険︵加入︑労災給付等︶
○雇用保険︵加入︑失業給付等︶

︻試験日︼ 月９日︵
日︶午前９時 分〜
︻場 所︼小笠原支庁大会議室
︻願書の配付︼
７月 日︵
月︶
以降に小笠原支庁産業課
で配付予定
︻申込方法︼
８月 日︵
月︶
から９月５日︵
金︶
までに
願書に記載の担当事務所に郵送でお申し込
みください︒
︵当日消印有効︶
※小笠原支庁では受け付けできませんので
ご注意ください︒

高圧ガス・液化石油ガス国家試験

●問合せ先 小笠原総合事務所２︱２１０２

小笠原支庁では︑ビジターセンター開館
周年を記念して︑星空観望会と講演会を行い
ます︒皆様のご参加をお待ちしています︒
︻星空観望会︼
︽日時︾７月 日︵火︶午後７時〜９時
︽場所︾大神山公園お祭り広場
︻講演会︼
﹁サンゴ礁と仲間たち﹂
講師 稲葉 慎 氏
︽日時︾７月 日︵土︶午後７時〜９時
︽場所︾ビジターセンター

ビジターセンターの催し物

●問合せ先
小笠原支庁産業課商工係 ２︱２１２２

小笠原から植物等を
母島巡回労働相談
持ち出される皆様へ

︻鉢植え植物の確認実施場所︼
時 間

30

●問合せ先 小笠原支庁土木課自然公園係
２︱２１２３

11

14

30

東京都宿泊施設
バリアフリー化助成金

25

この助成金は︑東京都の観光振興施策とし
て実施するもので︑都内宿泊施設のバリアフ
リー化への取り組みを支援することにより︑
高齢者や障害をお持ちの方などが︑宿泊施設
を安全かつ円滑に利用できるよう︑受け入れ
体制の整備を促進することを目的にしていま
す︒
︻対象施設︼
旅館業法の許可を受けて東京都内で営
業している施設︵
民宿も含まれます︒
︶
︻対象者︼
バリアフリー化するための整備費用を自
ら負担する者︵
法人・個人は問いません︶
︻助成金額︼
助成対象経費の１／２で︑５００万円を
上限とします︒
︻対象となる施設整備︼
敷地内通路︑出入口︑駐車場︑廊下︑階
段︑傾斜路︑エレベーター︑便所︑浴室︑
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小笠原諸島には︑農作物に大きな被害を与
えるアフリカマイマイや︑さつまいもなどの
害虫であるアリモドキゾウムシ・イモゾウム
シが発生しています︒これらの害虫が発生し
ていない地域へ広がることを防ぐために︑さ
つまいもなどの一部の植物は︑植物防疫法に
より︑持ち出しが禁止されています︒
また︑小笠原諸島から内地へ持ち出される
観葉植物などの鉢植え植物については︑植物
防疫官︵
母島は植物防疫補助員︶
により︑アフ
リカマイマイが付着していないことの確認を
行っています︒これらの鉢植え植物を内地へ
持ち出す際は︑必ず植物防疫官の確認を受け
るようお願いします︒
︻小笠原諸島から持ち出せないもの︼

対象物

平日︵
午前８時
〜午後５時︶

物

場 所

ゆうパック
宅配便

定期船出港日
出港１時間前〜

植

小笠原
総合事務所

手荷物
携帯品等

虫

母島には︑天然記念物のハハジマメグロや
アカガシラカラスバトなどの動物が小笠原固
有植物の実を食べて生息しています︒
しかし︑アカギなどの外来種の侵入によっ
て︑餌となる固有植物の実が減少しているた
め︑生態系に大きな影響を及ぼしています︒
母島の自然環境を保全するため︑内地から
のボランティアと一緒に︑アカギの駆除と固
有種の植栽に協力してくださる村民のボラン
ティアを募集します︒
一緒に貴重な生態系を守りましょう︒
夜にはアカギ染め体験︵
有料︶
も実施します︒
︻日
時︼７月９日︵
水︶午前９時〜
︻場
所︼母島 長浜
︻募集人数︼ 人
︻費
用︼１００円︵
保険料︶
︻申込窓口︼母島観光協会

二見港
船客待合所

植物の確認を実施しています︒

害

●問合せ先 母島観光協会
３︱２３００
小笠原総合事務所国有林課
２︱２１０３

東京島しょ
農協小笠原
母島支店

●問合せ先 小笠原総合事務所業務課
防疫主査 ２︱２１４５
ホームページ
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22

26
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客室︑客席 宴(会場を含む ︑)誘導表示︑子
育て支援環境の整備︑その他
︻受付期間︼７月１日︵
火︶〜８月７日︵
木︶
※詳細については︑お問い合わせください︒

海の安全運動

サマーフェスティバル
大花火大会広告料および
寄付金ご協賛のお願い

16

●申込み・問合せ先
東京都産業労働局観光部振興課地域振興係
０３︱５３２０︱４７６８
︱４７２６

７月１日から８月 日までの間︑
﹁自己救
命手段の確保の徹底・出港前点検の徹底・見
張りの励行﹂をスローガンに海の安全運動が
行われます︒
︻大切な命を自分で守るための３つの基本︼
① 海に浮くこと ↓ 救命胴衣の着用
︵ 歳未満の子供には必ず救命胴衣を着
用させてください︒
︶
② 連絡手段の確保 ↓ 防水パック入り携
帯電話などの携行
③ 無理な運航はせず︑危険を感じたら早め
の救助要請 ↓ 小笠原海上保安署また
は海の緊急電話番号１１８番
この運動は︑海難︑海浜事故防止を図ろう
とするものです︒無理をせず余裕をもって︑
マリンレジャーを楽しみましょう︒

︵
財︶
ハーモニィセンター
交流キャンプ参加者募集

14

●問合せ先
︵
財︶
ハーモニィセンター︵
担当 渡辺︶
０３︱３４６９︱７６９１
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●問合せ先 小笠原海上保安署２︱２８７０

金融相談会

10

小笠原警察署からのお知らせ

◎駐車違反についての１１０番が急増中！
小笠原警察署管内では︑今年に入ってから
駐車違反の苦情が多数寄せられています︒
駐車違反は︑交通の妨げになるばかりでな
く︑大事故につながる危険な行為です︒
小笠原警察署では今後︑車庫法制定の検討
を含め︑駐車違反の取締りを強化していきま
す︒交通ルールを守り︑事故のない安全な島
にしましょう︒

︵
財︶
ハーモニィセンター︵
本部 東京都渋谷
が平成４年度から実施している︑
内地の小
小笠原の夏の夜空を彩る﹁大花火大会﹂が︑ 区︶
中学生との交流キャンプを今夏も実施いたし
８月 日︵土︶に開催されます︒
花火打ち上げ費用は︑皆様から寄せられる ます︒
元気な島っ子の参加をお待ちしておりま
協賛広告料︵一口１万円︶と村からの補助金
によって賄われております︒ご協賛いただい す︒
た方のお名前は盆踊り会場に掲示し︑花火打 ︻目的︼千キロ離れた友だちづくり
ち上げ前に場内放送します︒お名前の放送に ︻日程︼
８月２日︵
土︶
〜６日︵
水︶
までの４泊５日
あたりましては︑メッセージ付きも受け付け
ていますので︑お誕生日のお祝いなどにもぜ ︻主な会場︼小笠原小学校
︻募集人員︼先着 名まで
ひご利用ください︒
また︑サマーフェスティバル全体への寄付 ︻参加資格︼小学２年生〜中学３年生
︻参 加 費︼
金も受け付けしています︒
１万２千円︵
食費︑プログラム費︑雑費︶
今年は小笠原諸島返還 周年の記念すべ
き年です︒大きな花火で小笠原の夜空を大輪 ︻申込方法︼
︵
財︶
ハーモニィセンター事務局に電話で
の花で飾れるよう︑皆様のご協力をお願いし
お申し込みください︒
ます︒
金︶
なお︑盆踊り大会は８月 日︵
金︶
︑ 日 ︻申込期限︼７月 日︵
︵
土︶
︑ 日︵
日︶の３日間を予定しています︒ ︻参加者決定︼
７月 日︵
月︶
までに決定し︑本人あてに
連絡します︒
16

17

●問合せ先
サマーフェスティバル実行委員会事務局
︵小笠原イベント協議会内︶２︱２１８７

30

11

31

●問合せ先 小笠原村商工会 ２︱２６６６

35

15

12

商工会では︑国民生活金融公庫の担当者を
招き︑﹁
出張金融相談会﹂
を開催します︒
事業資金や教育資金︑これから商売を始め
られる方などを対象に行いますので︑ご相談
を希望される方は事前予約が必要となります
ので商工会までご連絡ください︒
︻父島︼
︽日時︾７月９日︵
水︶
︑ 日︵
木︶
午前９時〜午後５時
︵正午〜午後１時 分は除く︶
︽場所︾商工観光会館２階会議室
︻母島︼
︽日時︾７月 日︵
木︶午前 時〜正午
︽場所︾母島村民会館２階会議室
※予約状況により日程を変更する場合があ
ります︒
30

10

◎犯罪防止情報
農園から作物が持ち去られる事件が発生
しています︒軽い気持ちで他人の農園から作
物を取るのはやめましょう︒
小笠原警察署では﹁防犯連絡モデル農園﹂
のポスターの配布や︑防犯ネットワークを開
設して犯罪防止の協力をお願いしています︒
不審な人・車を見かけた際は︑最寄りの警
察署まで通報してください︒

２︱２１１０

◎台風情報コーナー設置
台風被害の防止に備え︑小笠原警察署前掲
示板および受付けに﹁
台風情報コーナー﹂
を設
置しました︒
台風による被害を防ぐには︑日頃からの心
構えと正しい情報が必要です︒
﹁
台風情報コー
ナー﹂
を活用して︑台風に備えましょう︒

●問合せ先 小笠原警察署
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介護者教室

小笠原ホエールウオッチング
協会 ＯＷＡ のコーナー
)

小笠原のマッコウクジラ パート２
﹁マッコウクジラと南島の意外な関係﹂

(

明老会では次の予定で介護者教室を実施し
ます︒
今回は︑小笠原村で実施している高齢者福
祉サービスについての説明をします︒
サービス内容を地域の皆様にご理解いただ
き︑有効活用につなげることができればと考
えております︒
なお︑申込みは必要ありませんので︑お気
軽にご参加ください︒
︻日時︼７月５日︵土︶午後７時〜８時
︻場所︼
地域福祉センター デイサービスルーム
︻内容︼
小笠原村の高齢者福祉サービスについて

第４回ＯＷＡホエールウォッチング・
インタープリター︵
自然ガイド︶
認定講習会

ＯＷＡ認定ホエールウォッチング・
インタ
ープリターは現在まで１７０名を超えました︒
皆さんも認定を受けて︑自然ガイド︑イル
カ︑クジラの勉強を始めてみませんか︒
︻日時︼７月 日︵土︶
昼の部 午後１時〜４時
夜の部 午後６時〜９時
※人数が少ない場合は昼の部のみ開催
︻受講内容︼基礎鯨類学︑エコツーリズム学
︵受講後に認定試験があります︒
︶
︻持 ち 物︼筆記用具︑飲み物
︻申込方法︼７月 日︵
木︶
までに必ず電話
予約してください︒

第

回インタープリター養成講座︵
勉強会︶

17

乳幼児健診・歯科健診︵
父島︶

２︱３９３９

●問合せ先 明老会︵尾川︶ ２︱３９１１

ＯＷＡ認定ホエールウォッチング・インタ
ープリターがおもしろい関係を発見してくれ
ました︒
水深３０００ｍも潜って餌を探すマッコ
ウクジラ︒このマッコウクジラの仲間︵マッ
コウクジラ科︶は現在生きているクジラの中
で最も長い歴史をもっています︒その仲間の
最古の化石はアルゼンチン・パタゴニア地方
の約２５００万年前の地層から発見されてい
ます︒
実はこの時期︑南島が誕生した頃に当たり
ます︒太古のマッコウクジラの仲間は南島の
誕生を見ていたかもしれませんね︒
ちなみに︑クジラの祖先は約５０００万年
前に誕生したと考えられています︒何とこの
時期は一説によると小笠原群島が海中で産声
をあげた頃に相当します︒
小笠原はその太古の歴史からクジラと縁
が深いのですね︒

※連載の内容は 名のＯＷＡホエールウォ
ッチング・インタープリターが作成した
﹁マ
ッコウクジラウォッチング・ガイドマニュ
アル﹂から抜粋しています︒

19

●申込み・問合せ先
小笠原ホエールウオッチング協会
２︱３２１５

﹁世界自然遺産・屋久島と
遺産候補地・小笠原の魅力﹂
世界自然遺産候補地となった小笠原︒すで
に遺産登録されている屋久島︒この２つの大
自然を植物の視点でご紹介します︒
屋久島の遺産登録についてもご紹介する
予定です︒小笠原の遺産登録の参考になると
思います︒また︑講師の朱宮さんは東京都が
実施している南島モニタリング調査を担当し
ている研究員です︒南島の自然についてもご
紹介いただく予定です︒
ざっくばらんに話せる勉強会です︒
︻講師︼朱宮丈晴︵
日本自然保護協会研究員︶
︻日時︼７月中旬 午後７時〜８時
︵詳細はお問い合わせください︶
︻場所︼Ｂ︲しっぷ２階会議室
︻持ち物︼飲み物︑茶菓子等
︻共催︼小笠原エコツーリズム推進委員会

19

対象者の方には︑個別に通知します︒
６歳未満の乳幼児で健診を希望される方
は︑事前に電話での予約をお願いします︒
︻対象者︼３︐４ヵ月︑６ヵ月︑９ヵ月︑
１歳６ヵ月︑３歳の乳幼児
︻日 時︼７月 日︵木︶午後２時〜４時
︻場 所︼地域福祉センター２階

●問合せ先 健康福祉課

30

-8-

薬剤相談の実施

30

薬剤師による専門相談を行います︒
一般的な薬の情報のほか︑普段服用してい
る薬について効能︑副作用︑飲み合せなど個
別に相談します︒ご相談のある方は次の時間
内に直接診療所へお越しください︒
︻薬剤師︼鈴木 栄
︵自治医科大学大宮医療センター︶
︻母 島︼
︽日時︾７月３日︵
木︶
︑４日︵
金︶
午前９時〜午後３時 分
︵正午〜午後２時は除く︶
︽場所︾母島診療所
︻父 島︼
︽日時︾７月７日︵
月︶
︑８日︵
火︶
︑
９日︵
水︶
︑ 日︵
木︶
午前９時〜午後３時 分
︵正午〜午後２時は除く︶
︽場所︾小笠原村診療所
10

10

●問合せ先 診療所診療所係 ２︱３８００
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小笠原エコツーリズム
推進委員会のコーナー
25

﹁
世界遺産﹂という言葉はよく耳にします
が︑では一体︑世界遺産って何でしょうか？
今回はいま村で話題になっている世界遺
産の基礎知識をご紹介します︒
そもそも世界遺産は﹁世界の文化遺産およ
び自然遺産の保護に関する条約﹂
に基づいて︑
パリにあるユネスコ世界遺産センターが登録
の作業をしています︒
その目的は﹁自然遺産と文化遺産を保護す
る﹂というものです︒１９７２年から始まっ
たこの制度は︑現在では世界１７６ヶ国が条
約を締結しており︑ピラミッドやイエロース
トーンなど７３０件が登録されています︒
日本では﹁自然遺産﹂として屋久島と白神
山地が︑
﹁文化遺産﹂
では法隆寺︑
原爆ドーム︑
姫路城など９つが登録されています︒
小笠原諸島が候補となった﹁自然遺産﹂の
登録基準について少し深く掘り下げてみまし
ょう︒その登録基準は極めてハイレベルな内
容になっています︒基準を要約すると﹁世界
中の誰もがその価値を認める自然﹂というこ
とです︒しかし︑これだけでは登録されませ
ん︒登録されるためには﹁すばらしい自然が
あっても︑その自然を守る仕組みが無ければ
登録しない﹂ということです︒また︑最近で
は各国の自然遺産と比較され︑他の国で似た
ような場所が登録されていると︑登録されま
せん︒年を追う毎に世界遺産の基準も高くな
っているようです︒
今回︑小笠原諸島は﹁これらの厳しい基準
をクリアする可能性がある﹂
ということです︒
つまり︑
我々が身近に接している自然が﹁
世界
的に価値ある自然﹂というお墨付きをいただ

いた訳です︒
海洋センターだより その
小笠原エコツーリズム推進委員会ではす
でに昨年度から世界自然遺産に関する情報収
︱ ウミガメと遺伝子 ︱
集をしており︑昨年６月には世界自然遺産の
小笠原のアオウミガメはどのような遺伝的
屋久島へ情報収集してきました︒世界自然遺
産に関する屋久島の情報は︑７月に発行予定 集団構造をしているのでしょうか︒
遺伝的集団構造？ なんだか普段の会話で
のニューズレターに詳細が書かれているので
はあまり登場しない言葉ですが︑字を見てみ
ご覧ください︒
また︑当委員会では今後も世界自然遺産の るとなんとなく想像はできるかもしれません︒
情報収集を継続して情報提供をするとともに︑ 私たちにお母さんやお父さんがいるように︑
小笠原らしく︑かつ小笠原の現状を踏まえた アオウミガメにもやっぱり親がいます︒私た
世界自然遺産登録のあり方を村民のみなさん ちの場合は親に顔が似ていたり家系図が残っ
や関係機関に提言していきたいと考えていま ていたりして︑家族構成や祖先はどこの出身
であるかといったことがわかりますが︑アオ
す︒
※エコツーリズム 持続的な地域の自然文化 ウミガメの場合は一見みんな似ていて︑家系
の保護とその観光利用の両立を図って地域 図なんかもちろんありません︒ですからお母
さんは卵が産み落とされるのを人間が確認す
振興するという考え方︒
ることでわかっても︑メスは複数のオスと交
尾するため︑お父さんを調べるのは少し難し
●問合せ先
小笠原エコツーリズム推進委員会事務局 くなってしまいます︒またウミガメは大回遊
︵小笠原ホエールウオッチング協会内︶ する動物ですから︑何千年︑何万年といった
３︱３２１５ 長い期間でみると︑他の繁殖地からやってき
て︑例えば小笠原で繁殖を始めるということ
も起こるわけです︒人間でいえば移民や国際
結婚のようなことが自然界でも起きているこ
とになります︒ウミガメの遺伝的集団構造を
調べるとは︑ＤＮＡを分析することによって
ある集団の血縁関係や生まれた場所を調べた
り推定したりするということなのです︒
それではなぜウミガメの遺伝的集団構造を
調べたりする必要があるのでしょう︒
今日︑環境保護︑生物多様性の保全といっ
た﹁保護﹂
﹁保全﹂という文字のついた言葉を
よく見かけるようになりました︒ウミガメを
保全することを考えた場合︑第一に産卵場で
ある砂浜から餌場までウミガメが生活する環
境を保全することが大切ですが︑最近では遺
伝子の多様性も保全しようとする考え方があ
ります︒遺伝子の多様性とは︑ある種 集(団 )
の遺伝子をみたときにそのバリエーションが

多いか少ないかということですが︑この多様
性が低いということはその種 集(団 の)絶滅す
る確率が大きくなることを示しています︒遺
伝的集団構造を調べることはこの多様性の保
全を考える上での基礎的なデータを得るとい
うことです︒
産卵シーズンもピークをむかえると海洋セ
ンターのスタッフが毎晩のように各浜を歩き
回ります︒カメになるべくストレスを与えな
いように計測し︑タグをつけるのはなかなか
大変な作業です︒ＤＮＡ分析用のサンプルは
タグをつけるときにでる小さな肉片を利用し
ています︒この他にも漁師さんや島の商店の
方など多くの方々のご協力の下にサンプルを
集めています︒
昨年より︑このように遺伝子を用いて小笠
原のアオウミガメの研究をしていますが︑将
来的に島の人とカメのためになるような研究
ができればと考えています︒

北海道大学 内藤 雄太

●問合せ先 小笠原海洋センター
︵日本ウミガメ協議会︶２︱２８３０
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エコツーリズムのすすめパート
﹁世界遺産って何？﹂
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行

日付 曜日

事

予

定

2

火 海の安全運動（〜8/31）
水

入港日
高校図書館開放

事

予

定

ボニン フェスタ in 母島（35周年事業）

東京都宿泊施設バリアフリー化助成受付期間（〜8/7）

1

行

日付 曜日

16 水 高校図書館開放

17 木

出港日
インタープリター認定講習会申込締切
村立小・中学校終業式

薬剤相談（母島 〜4）

3

木

4

金

5
6

土

定期予防接種（三種混合、風疹、麻疹、日本脳炎）

18 金
19 土

出港日
介護者教室（父島）
高校図書館開放

日

20 日

入港日
くらしの総合相談（〜22）

21 月

くらしの法律相談
くらしの税の教室

薬剤相談（父島 〜10）

7

月

海の日

小笠原村長選挙告示日

22 火

小笠原村長選挙不在者投票期間（〜26）

23 水

出港日

星空観望会（父島）

入港日

8

9

火

水

10 木

アカギ駆除・植栽ボランティア
金融相談会（父島 〜10）
高校図書館開放

25 金

乳幼児健診・歯科健診（父島）
金融相談会（母島）
出港日

11 金

ハーモニィセンター交流キャンプ申込締切

12 土

小笠原小学校遠泳大会
高校図書館開放

13 日
14 月

24 木

26 土

入港日
小笠原村長選挙母島繰上投票日
村営バス扇浦線夏季ダイヤ（〜8/31）
小笠原村観光ＰＲデー（東京ドーム）
講演会「サンゴ礁と仲間たち」（父島）
小笠原村長選挙投票日

27 日
28 月

入港日
母島巡回労働相談
高圧ガス･液化石油ガス国家試験願書配付開始

29 火

出港日

30 水

島外進学者入寮施設見学･説明会申込締切

ボニン フェスタ（35周年事業）

15 火

小笠原村職員募集締切

31 木

母島診療所歯科衛生士募集締切
平成15年度固定資産税第2期納期限

