異動の内示が
出たよ

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

にしています。市内（地域）の情
報、災害時の情報等リアルタイ
ムで聞けるようお願いします。
（南条・ 歳・男性ほか）
●ＦＭいずのくに、どんな番組を
放送するのか楽しみです。
（立花・ 歳・男性ほか）
そのほかにも
●『健康がイイね』を読んで、食事
と運動の組み合わせが大事だと知
りました。元気で毎日過ごしたい
と思います。 （三福・ 歳・女性）
●中学の孫の運動会を久しぶりに
見に行きました。広報 月号の
表紙に中学生の戦いの写真が出

伊豆の国太郎
24年12月1日
をもって異動
を命ずる……

現職︑異動

内 示

げんしょく︑いどう

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﹃ＦＭいずのくに﹄︵仮称︶の開
局を読んで
●ＦＭいずのくにの開局を楽しみ

お題 ： アナグラム
脳の活性度 ★★★★
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答え○○ ○ ○○○○○

三島甘藷祭り

〝もしも〟のために〝いつも〟の備え

月２日︵日︶は︑地域防災の日です︒

各地域の防災訓練に積極的に参加しま

12

地域防災訓練

しょう︒

訓練当日の午前９時に︑市の同報無線でサイレ

ンを鳴らします︒また︑同じく午前９時ごろ︑静

イメージ

岡県から携帯電話の﹃緊急速報メール﹄が試験送信

されます︒

＊緊急速報メール

気象庁の発表する緊急地震

速報や津波警報︑国・地方公

2012.11.1 いずのくに

市役所環境衛生課
☎ 055-949-6804

共団体の発表する災害・避難

27

）内は先月比

50,170（+21） 男：24,158
（+13） 女：26,012（+8） 世帯：20,332（+10）

暁秀中学・高校男子制服等 無料
チャイルドシート
無料
あやめの苗
無料
耕運機
無料
草刈機のチップソー
無料
こども用自転車（14 インチ） 無料
オーブンレンジ
無料
自転車（子供用補助輪付）
無料
ベビーベット
無料
長岡中学校長袖体育着（L） 無料
三島北高校女子制服（160） 応談
韮山高校女子制服（160）
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
応談
住宅地図（旧大仁町の最新版） 応談

情報を特定エリアの携帯電

※（

今月号は三島・田方広報
研究会共同編集による特集
です。表紙は、各市町の特
産品を用いて
『伊食同源』の
文字を作成しました。背景
には米を、漢字の仮名には
黒米を利用しました。
食による元気でにぎやかな地域づくりと、
旬素材を食することで皆さんの健康促進を目
的に編集しました。これを機に、地域の “ 自
慢の一品 ” を食してみてはいかがでしょう。

ゆずってください

三島市

函南町

話に一斉配信する携帯電話

平成２4 年 10 月１日現在

住民登録人口

65

表紙より
り

記

▽共同編集を終え︒今回の
特集では伊豆のさまざまな
食について触れました︒広
報 紙 の 限 ら れ た 紙 面 で は︑
全ての魅力を伝えきれず残
念ですが︑今回の特集を通
して︑少しでも生産者の声
が皆さんに届き︑より地元
を好きになってもらえれば
と願うばかりです︒
遠
▽食べ物の美味しい季節が
や っ て き た！ と い う わ け
で︑今月号の特集は食です︒
ハ ウ ス 栽 培 が 普 通 の 昨 今︑
野菜も季節に関係なく出回
っていますが︑やはり旬の
ものがいちばん美味しいで
す︒食べるときは農家の皆
さんに感謝しています︒土

市の人口

15

応談
応談
応談
応談
応談

内容／ミニ SL、函南中学校吹奏楽
部演奏、福もちまき、よさこい踊
り、しゃぎり、バルーンアート、
ジャンボ石焼き芋大会、オレンジ
ウェーブダンスショー ほか
※函南中学校・函南柏谷公園南側
からシャトルバスを運行します
のでご利用ください。
函南町商工会
☎ 055-978-3995
函南町環境衛生課
☎ 055-979-8112

とき／11 月 24 日（土）※雨天決行
9：00 〜 14：00
ところ／ＪＡ三島函南佐野支店
内容／山北三島甘藷（紅あずま）・
焼き芋・大学芋・さつまスティッ
ク・箱根西麓三島野菜の販売、山
北さつま汁の試食（9：30 〜・11：
町制 50 周年プレイベント 30 〜）、みんなで踊ろう！『山北
甘藷音頭』
（10：30 〜）、○×クイ
〜第 36 回かんなみ商工まつり・
ズ大会（13：00 〜）、空クジなし
フリーマーケットを同時開催〜
抽選会（チラシ持参の人対象）
『体験コーナー』や『函南クラシッ
その他／楽寿園駅前口広場から無
クぷりんコーナー』を設けるなど、
料シャトルバスが運行しますの
子どもたちが楽しめるイベントが
で、ご利用ください。
満載です。
三島市農政課
とき／11 月 4 日（日）
☎ 055-983-2652
9：00 〜 14：00
ところ／函南町役場駐車場、
玄関前ロータリー

会社のサービスです︒

後

86

無料
無料
無料
無料
無料
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

今年も『This 伊豆収穫祭＆ＪＡ
まつり伊豆』が開催され、ＪＡ伊
豆の国による品評会、農産物の展
示販売やステージイベント、屋外
イベントを予定しています。晩秋
の伊豆市の味覚をぜひ味わってく
ださい。皆さんのご来場をお待ち
しています。
とき／ 11 月 25 日（日）
9：00 〜 14：00
ところ／天城ドームをメイン会場
にドーム周辺
内容／ステージイベントや地元を中
心とした商店や飲食店の出店など
伊豆市農林水産課
☎ 0558-72-9892

市役所地域安全課

集
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学習机（椅子セット）
擬木４連（16 × 34 × 8）
水稲育よう箱
冷蔵庫
韮中用手さげカバン
ローラースケート
かさ（こども用 ４本）
水切り回転モップ
ベビーベット
ベビーラック
電子レンジ
ＦＡＸ付電話
エアロバイク
野球ユニホーム（160）
健康器具（レッグマジック）
電気釜
ギター用アンプ（小型）
大理石チェス板フルセット
折りたたみ式すべり台付
ジャングルジム
チャイルドシート（年少者用）
ランニングマシーン
全自動洗濯機
韮中学生服（上着）

This 伊豆収穫祭＆
JA まつり伊豆

☎ ０５５︵９４８︶
１４１２

編

10

54

ていましたが、まさに現場で実
感し、胸が熱くなりました。
（田京・ 歳・男性）
●僕たちの中学でも体育祭が行わ
れました。暑い中での毎日の練
習の結果、とても素晴らしい体
育祭となりました。
（長岡・ 歳・男性）
●秋になり涼しくなってきたので、
散歩がてら図書館へ足を運んで
みようと思います。
（原木・ 歳・女性）
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）
、
11 月 15 日（木）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
「エフエム伊豆の国（えふえむいずのくに）
」
【先月の答え】
正解者は 47 ／ 53 人
【図書カード当選者：順不同・敬称略】
岩渕幸寿、長谷川誠、川口秀龍、菅沼重人、山本とし子、
加藤孝治、佐々木貞江、与五沢敏子、山本優、大和肇
＊当選者へのプレゼントは、11 月末ごろ発送予定です。

伊豆市

※住民基本台帳法の改正に伴い、9月号から外国人住民を加えた情報を掲載しています。

2012.11.1 いずのくに
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