不用品活用バンク
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。
ゆずります

た。 年前に韮山に住み、水の
怖さを知りました。備えこそ自
分を守るため必要だとつくづく
思います。 （中條・ 歳・女性）
●狩野川台風の年に生まれました。
母やおばから、とてつもなく大
きな台風だったと聞き、自分た
ちでできることはしようと思っ
ています。 （古奈・ 歳・女性）
●北伊豆地震。話には聞いていまし
たが、これほど多くの被害が発生
していたとは知りませんでした。
これを教訓に、未来へ語り継いで
いかなければなりません。
（古奈・ 歳・女性ほか）

飼う

やった〜

犬のジョン

若︑ジョン

若、しっかり面倒みるんじゃぞ

わかじょんかう

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﹃忘災にしない﹄を読んで
●長女が生まれた年に狩野川台風
があったことを初めて知りまし

お題 ： アナグラム
脳の活性度 ★★★★

25

85

答え○○○○○ ○ ○

後

記

市の人口
平成２4 年 8 月１日現在
※（

23

）内は先月比
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住民登録人口

65

38

表紙より
り

▽﹃かわかんじょう﹄の取
材にて︒大人と一緒になっ
て作業する子どもたちの真
剣な表情が印象的でした︒
〝伝統を守る〟言うは易し︑
行うは難し︒神島の伝統行
事が︑今も昔と変わらず受
け継がれていることに︑た
だただ感服しました︒ 遠
▽今年の夏はどこにも遊び
に行かず︑休日はいつも昼
まで寝ており︑午後は昼寝
して︑夜は早寝をしていた
記憶しかありません︒でも︑
新しいホームページは私と
違い︑元気でよく動く︑頼
もしい存在︵の予定︶です︒
見にきてくださ〜い︒ 土

集

ほかにも
●『健康がイイね』の『これであ
なたも夏バテ知らず』を読み、
頭ではわかっていても、改めて
確認することができよかったで
す。
（神島・ 歳・男性ほか）
●リバーサイドパークに子どもを
連れて行ってきました。広くて、
小さい子どもにも危険な所が無
く素晴らしい公園です。市外か
らも遊びに来ている人もいて、
伊豆の国市の誇りです。
（田京・ 歳・女性）
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！皆さんのご応募お待ちしています。
【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）
、
9 月 14 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
「過去から学ぶ教訓
（かこからまなぶきょうくん）
」
【先月の答え】
正解者は 33 ／ 33 人
【図書カード当選者：順不同・敬称略】
渡辺祥司、小柳まゆみ、植野和子、松村フサ子、三好しづ子
河口愛、鈴木悠生、横山康代、長谷川直江、塩﨑文子
＊当選者へのプレゼントは、9 月末ごろ発送予定です。

編

78

53

市内で３夜、行われた
花火大会。いずれも見事
な大輪の花を咲かせてい
ました。
なかでも『きにゃんね大
仁夏祭り』では、花火に負
けじと、大きな月がいつ
も以上に輝いていました。
『伊豆で一番輝くまち』を目指し、花火にも
月にも負けない、
『輝く伊豆の国市』を皆さん
と一緒に築いていきましょう。

50,156（-35） 男：24,148（-29） 女：26,008（-6） 世帯：20,285（-45）

無料
中古ランドセル（黒）
無料
学習机（椅子セット）
無料
木製タンス
擬木４連（16 × 34 × 8） 無料
無料
水稲育よう箱
無料
冷蔵庫
無料
鳥のえさ（小鳥用）
応談
ゴルフセット
応談
スピーカー
応談
野球ユニホーム（160）
応談
電気釜
応談
ギター用アンプ（小型）
大理石 チェス板フルセット 応談
応談
全自動洗濯機
チャイルドシート（年少者用） 応談
応談
ランニングマシーン
折りたたみ式すべり台付
応談
ジャングルジム
ゆずってください
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
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
住宅地図（旧大仁町の最新版） 応談
市役所環境衛生課
☎ 055-949-6804

伊豆市

三島市

修善寺温泉街菊花まつり

第 44 回三島市民合唱祭

温泉街の各所に菊の花鉢が飾ら
れて、街は秋の彩りに華やぎます。
とき／ 9月 22 日
（土）
〜 10 月31日
（水）
ところ／修善寺温泉街
伊豆市観光協会修善寺支部
☎ 0558-72-2501

42 合唱団が参加し、市内最大の
合唱の祭典を開催します。女声・男
声・混声・児童の多様なジャンル
の曲が楽しめます。ぜひ、お誘い合
わせてご来場ください。入場無料。
とき／ 9 月 9 日（日）
13：00 〜 19：30（予定）
ところ／三島市民文化会館
※ホームページもご覧ください。
『第 44 回三島市民合唱祭』と検
索してください。
三島市民合唱祭事務局
☎ 055-983-2672

函南町
かんなみ仏の里美術館
函南写真クラブ、
函写楽クラブ 写真展
かんなみ仏の里美術館内で、函
南町文化協会函南写真クラブ、函
写楽クラブによる写真展が開催さ
れます。今後も美術館内でさまざ
まなイベントを企画予定です。
函南写真クラブ
とき／ 9 月 5 日（水）〜 10 日（月）
10：00 〜 16：30
函写楽クラブ
とき／ 9 月 12 日（水）〜 17 日（月）
10：00 〜 16：30
ところ／かんなみ仏の里美術館
（函南町桑原 89-1）
かんなみ仏の里美術館
☎ 055-948-9330

清水町
2012 ちびっこ劇場
と き ／ 9 月 29 日（ 土 ）10：00 〜
ところ／清水町地域交流センター
対象／ 3 歳以上の幼児〜小学生と
その保護者
出演／よろず劇場とんがらし
内容／子どものための楽しい人形
劇『おとぎの国の郵便屋さん』など
※入場無料ですが、整理券が必要で
す。先着 200 人、9月3日（月）10
時から整理券を配布します。詳細
は、直接お問い合わせください。
ＮＰＯ法人清水町文化協会
☎ 055-957-2020

狩野川 100km サイクリング開催
伊豆随一の大河 “ 狩野川 ” の堤防
をロングライド。当日は、色とり
どりの自転車に乗ったサイクリス
トが駆け抜けます。
皆さんの応援をよろしくお願い
します！
と き／９月 29 日（土）、30 日（日）
※当日は、狩野川堤防上を中心に自転車が走行します。ご注意く
ださい。
コース／中島運動公園をスタート・ゴールとした狩野川沿いのコース。
伊豆の国市観光協会
☎ 055-948-0304
狩野川 100km サイクリングイベントホームページ
http://www.conception.co.jp/ohito/

※住民基本台帳法の改正に伴い、今月から外国人住民を加えた情報を掲載しています。
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