舞曲
舞う

答え○○○○○○○○ ○ ○○○
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手話教室︵入門講座︶

30

受講者募集

日

23

手話に興味がある人から通訳者を目指す人ま

９月５日〜平成 年１月

時︑全 回︶

21 25

20

で︑手話の基礎を学ぶ良い機会です︒気軽にご参

き
19

加ください︒︵実技 回︑講座３回を予定︶

と
︵各水曜日 〜

18

韮山福祉・保健センター

31

20

ところ

市役所環境衛生課
☎ 055-949-6804

☎ 055-978-9191

伊豆の国市・伊豆市在住または︑市

無料
韮山中学校ジャージ（M）
韮山中学校長袖体育着（Ｍ） 無料
無料
碁石（容器入り）
暁秀中学・高校男子制服等 無料
無料
チャイルドシート
無料
あやめの苗
無料
耕運機
無料
自転車（大人用）
無料
冷蔵庫
無料
草刈機のチップソー
こども用自転車（14 インチ） 無料
無料
木製テーブル
無料
オーブンレンジ
三島北高校女子制服（160） 応談
応談
韮山高校女子制服（160）
応談
柔道着（中学生用）
応談
全自動洗濯機
応談
そば打ちセット
応談
電動ミシン
応談
クイーンの LP 盤
応談
クーファン

受講資格

世帯：221（+3）

ゆずってください

内に勤務する 歳以上の人で︑全日

女：286（+3）

9 月 9 日は救急の日

清水町

とき／9月9日（日）
かんなみ猫おどり
10：00 〜 12：00
とき／ 8 月 4 日（土）
予備日５日
（日） ところ／サントムーン柿田川
わくわく屋台村・ステージ 15：00
スルガ銀行前広場
〜 20：30
内容／応急手当等普及啓発活動、
ところ／函南町肥田簡易グラウンド 『救急の日』ＰＲポスターの展示、
内容／函南町名物、猫おどり！ダ
高規格救急車の展示
ンスコンテスト『猫じゃ２コンテ
清水町消防署救急係
スト』
、誰でも猫メイク（無料）わ ☎ 055-973-0119
くわく屋台村、花火大会
その他／駐車場がありませんので、
無料シャトルバス（JR 函南駅・函南
町役場・伊豆箱根鉄道伊豆仁田駅
発着）をご利用ください。
かんなみ猫おどり実行委員会事
務局（函南町観光協会内）

程の８割以上出席できる人

49,709（-15） 男：23,981（-4） 女：25,728（-11） 世帯：20,109（+16）
482（-2） 男：196（-5）

函南町

人

7 月 14 日 に オ ー プ
ンした広瀬公園水泳
プール。真夏日となっ
た 16 日の
『海の日』は
大盛況の入りでした。
真夏の『青空』という
キャンバスの下、
『水』
と
『子どもたちの笑顔』という夏を代表する最
高の画に、こちらも元気をもらいました。
これからが夏本番。事故には十分気をつけ、
目一杯楽しんでほしいです。

無料
無料
無料
無料
無料
無料
無料
無料
応談
応談
応談
応談
応談
応談
応談
応談
応談

員
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外国人登録人口

33

中古ランドセル（黒）
学習机（椅子セット）
木製タンス
擬木４連（16 × 34 × 8）
水稲育よう箱
座いす
電気釜
ＦＡＸ電話
ゴルフセット
スピーカー
野球ユニホーム（160）
ギター用アンプ（小型）
大理石 チェス板フルセット
チャイルドシート
折りたたみ式すべり台付
ジャングルジム
ランニングマシーン

定

27

）内は先月比

とき／ 8 月 15 日
（水）
〜 17 日（金）
ところ／三嶋大社〜広小路
内容／▶ 15 日【山車とシャギリ
の日】山車シャギリ大会、大文字
焼きなど▶ 16 日【伝統芸能の日】
頼朝公旗挙げ行列、農兵節パレー
ド、手筒花火など▶ 17 日【踊り
の日】流鏑馬、
みしまサンバパレー
ド・踊り大会など
三島夏まつり実行委員会
☎ 055-971-5000

１︐２００円︵テキスト代︶

※（

夏の風物詩となっている海上花
火大会。約 2,000 発の花火のほか
長さ 500 ｍにも渡る空中ナイアガ
ラもあり夜空を彩ります。特設会
場では福引大会・太鼓のショー・
模擬店・毎年さまざまなイベント
が計画されております。
とき／ 8 月 18 日（土）〜 21 日（火）
20：30 〜 21：00
ところ／伊豆市土肥松原公園特設
会場
伊豆市観光協会土肥支部
☎ 0558-98-1212

参加料

平成２4 年 7 月１日現在

住民登録人口

▽特集﹃忘災にしない﹄を編
集して︑市の広報紙の果た
す役割について改めて考え
させられました︒広報の編
集に携わり１年以上が経ち
ますが︑未だに勉強中︒﹃日
進月歩﹄︑皆さんにとって

より良い広報紙となるよう
遠
精進していきます︒
▽告知です︒市のホームペ
ージが夏の終わりごろに新
しくなります︒現在︑その
準備でなかなか素敵な毎日
を送っております︒暑さに
負けず︑アイスコーヒーが
ぶ飲みで頑張っています︒
詳しくは次号にて︒それに
しても暑い⁝
土

市の人口

65

表紙より
り

記

三島夏まつり

申込み期限 ８月 日︵金︶

後

土肥サマーフェスティバル

伊豆の国市社会福祉協議会

集

ゆずります

E

39

三島市

☎ ０５５︵９４９︶５８１８

編

不用品活用バンクに登録すれば
「ゆずってほしい」
「 ゆずりたい」
人を探します。

もの事故を防ごう』の記事、大変
興味を持って読みました。
（四日町・ 歳・女性）
●引っ越してきたばかりなので、
夏のイベント特集はありがたいで
す。どこで花火を見るか今から楽
しみです。 （四日町・ 歳・女性）
●本格的に暑くなってきましたね。
甘えざかりの１歳８カ月の娘が
くっついてきて、お互いに汗び
っしょりでぎゅ～っとしていま
（四日町・ 歳・女性）
す。
たくさんのお便り︑ありがとう
ございました︒引き続き︑皆さん
からのお便りをお待ちしています︒

毎月、正解者の中から抽選で 10 人に図書カードをプレゼン
ト！下の応募方法をご覧のうえ、ご応募ください。
【応募方法】
①はがきにクイズの答えと住所、氏名（フリガナ）
、年齢、②広
、
報紙へのご意見・ご感想や身近な話題などを書き添え（必須）
8 月 17 日（金）までに下記へお送りください。ご意見などは、
広報で紹介させていただく場合があります。
【あて先】〒４１０‐２２９２ 長岡３４０‐１
伊豆の国市 総務企画部 秘書広報課
「節電を楽しむ（せつでんをたのしむ）
」
【先月の答え】
正解者は 49 ／ 50 人
【図書カード当選者：順不同・敬称略】
佐々木ひろ子、吉橋亨枝、植松富子、土屋清江、杉山美津子、
寺山美寿々、原京子、山田みゆき、渡辺美津子、相原美恵
＊当選者へのプレゼントは、8 月末ごろ発送予定です。

伊豆市

不用品活用バンク

プのものに買い換えました。ち
ょっとでも節約できれば嬉しい
です。
（四日町・ 歳・女性ほか）
●扇風機や独自の節電方法などで
エアコンを使わず夏を過ごして
います。 （守木・ 歳・女性ほか）
●我が家では９歳になる次男が真っ
暗な室内でローソクを灯して食事
したのが忘れられず、しばらくロ
ーソク生活が続きました（笑）。
不安な気持ちをポジティブに変え
て、みんなで協力していきたいで
（立花・ 歳・女性）
すね。
ほかにも
●もうすぐ孫が生まれます。『子ど

果敢な子ら

かかんなこらぶきょくまう

アナグラムは、ある言葉の文字の順番を入れかえて、別
の言葉にしてあるクイズです。例えば「おれ、何歩？」とい
う問題のもとの言葉は「ナポレオン」という感じです。
では、次の問題のもとの言葉は、いったい何でしょう。

広報紙への感想などをお寄せい
ただきましたので紹介します︒
特集﹃節電を楽しむ﹄を読んで
●夏が来る前に…と思い、やっと
家中の照明をＬ Ｄやエコタイ

お題 ： アナグラム
脳の活性度 ★★★★
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