71

63
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12月31日
（月）

電

伊豆平和病院（函南町／内）

話

055-974-1355

中島病院（伊豆市／小児・内）

0558-87-0333

1 月 1 日（火） 伊豆函南セントラル病院（函南町／内）

055-974-0131

1 月 2 日（水） 伊豆韮山温泉病院（中條）

055-949-1466

1 月 3 日（木） 伊豆保健医療センター（田京）

0558-76-0111

年末年始の休日当番歯科医
日

時

診療所名

住

所

電

話

長岡 81-1

055-948-4334

12 月 31 日（月） 三恵歯科医院

三福 147-1

0558-76-4212

1 月 1 日（火） 鈴木歯科医院

大仁 532

0558-76-1076

1 月 2 日（水） 椎貝歯科クリニック

小坂 468-1

055-948-1110

1 月 3 日（木） まきの歯科

田京 38-2

0558-76-1777

15

分

30

11

2012.12.1 いずのくに

ｅ︲Ｔａｘ︵国税電子申告・納税システム︶を利

分〜 時

30

日︵金︶

② 時

13

25

用するための︑パソコン操作について講習会を開

時

12

平成 年１月

10

催します︒

と き
① 時〜

韮山時代劇場 研修室１

師 三島税務署職員

ところ

講

象 パソコンでインターネット検索をする

人

ことができる人

員 各回

21 20

対

定

月 日︵金︶

12

ｅ︲Ｔａｘ の操作方法を習おう！

12 月 30 日（日） 大森歯科医院

締切り

※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。

市役所環境衛生課
☎ 055-949-6804

診療所名（場所／診療科目）

12月30日
（日） 長岡リハビリテーション病院（長岡／内・神経内・リハ） 055-948-0555

ゆずってください
こども用自転車（14 インチ） 無料
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
長中長袖体操着（Ｌ）
無料
韮中女子制服
韮中体育着・ジャージ（Ｍ） 無料
無料
カセットレコーダー
住宅地図（旧大仁町の最新版） 応談
応談
耕運機
応談
ワープロ
応談
クーファン
応談
ベビーラック
応談
ベビーベット

時

※応募者多数の場合は抽選︒

50,201（+31） 男：24,171
（+13） 女：26,030（+18） 世帯：20,379（+47）

日

無料

今月号の表紙は、10 月
下旬に実施された韮山中学
校２年生の職場体験の様子
です。生徒たちは２日間、
市内外の企業や団体で実際
に仕事を手伝います。従業
員の皆さんに助けられなが
ら、懸命に働く姿が印象的でした。短い期間
ながらも、普段『お客さん』でいるだけでは気
がつかないことに気づく、そんなきっかけと
なったのではないでしょうか。

年末年始の休日当番医

参加料

2012.12.1 いずのくに
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無料
水稲育よう箱
無料
ローラースケート（黒）
無料
かさ（こども用 ４本）
無料
エアロバイク
無料
ランドセル（赤）
無料
アップライトピアノ
無料
木製本棚
無料
健康器具（ロデオボーイ）
チューナー付テレビ（26 イ 無料
ンチ、ブラウン管）
無料
ソファー（3 人用）
無料
幼児用ロッキングホース
無料
ミキサー
無料
ホームベーカリー
チャイルドシート（年少者用） 無料
応談
折りたたみ式すべり台付
ジャングルジム
応談
ランニングマシーン
応談
韮中学生服（上着）
健康器具（レッグマジック） 応談
応談
不二聖心女学院制服
応談
聖心女子大学制服
健康器具（エナジートロン） 応談
応談
クーファン
応談
ペット用ベビーカー

筆記用具︑電子証明書がついた住民基本

27

）内は先月比

かんなみ仏の里美術館では、購
入日から１年間有効のパスポート
を発行。期間中は、観覧料が必要
な仏像展示室を、パスポートを提
示すれば何回でもご覧いただくこ
とができます。パスポートは、か
んなみ仏の里美術館でお求めくだ
さい。なお、パスポートの申請に
は、認め印が必要です。
料金／2,000 円（年間拝観料）
持ち物／印鑑（認め印）
かんなみ仏の里美術館
☎ 055-948-9330

持ち物

※（

住民登録人口

恋人岬では、クリスマスイブに土
肥温泉旅館ペア宿泊券など豪華賞
品が当たるイベントを開催します。
とき／ 12 月 24 日（月・祝）
9：00 〜 15：00
ところ／恋人岬（伊豆市小下田）
内容／ウェディングドレスとタキ
シードを着用しての記念撮影や、
イベント特製恋人宣言証明書の発
行のほか、豪華賞品が当たるイベ
ント
『恋人岬の先端で愛をさけぶ！』
など行われます。
土肥温泉旅館協同組合
☎ 0558-98-0523

台帳カード︵市役所市民課で発行︶

市の人口

かんなみ仏の里
年間パスポートを発行

☎ ０５５
︵９４８︶
２９０１

▽特集の取材現場にて︒行
く先々でお会いする 歳以
上の皆さんの元気の良さ
に︑とても驚かされました︒
共通しているのは
﹃気の合
う仲間がいること﹄
︒サロ
ンをはじめ︑講座や教室は︑
知識を養うところではな
く︑本当の仲間を作るとこ
ろだと実感しました︒ 遠
▽気温が急激に冷えはじ
め︑朝起きるのが苦行にな
ってきました︒毎年冬にな
る と︑
﹁ 寒 空 の 下︑ ど う し
たらさわやかに目覚められ
る の か ﹂を 研 究 す る の で す
が︑結局︑寝坊するだけの
結果に⁝︒何かよい方法は
ないのでしょうか⁝
土
65

平成２4 年 11 月１日現在

59

表紙より
り

記

恋人たちの
クリスマスイベント

ＮＰＯ法人静岡 パソコンサポートアクティビティ

後

ゆずります

11

35

函南町

☎ ０５５︵９７０︶４１４４

集

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。

します。来年も楽しみです。
（四日町・ 歳・女性）
● 月号のエコライフ『ウォームビ
スと冬の省エネ』を読んで自分が
やっていることが間違ってない
とうれしく思いました。
（南條・ 歳・女性）
●竹灯籠まつり、とても楽しみに
しています。今年は雨が降らな
いといいですね。
（寺家・ 歳・女性）

編

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）
12 月 10 日（月）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
「伊（医）食同源（いしょくどうげん）
」
【先月の答え】
正解者は 54 ／ 54 人
【図書カード当選者：順不同・敬称略】
山田進、鵜飼遼宗、松本恵美子、斎藤智恵子、菅沼道子、
宮田光子、岡野智枝、室伏美登里、岩崎杏花、本田稔
＊当選者へのプレゼントは、12 月末ごろ発送予定です。

伊豆市

不用品活用バンク

は安心です。そこに旬の物を使
ったレシピを置いてくれるとよ
いですね。 （大仁・ 歳・女性）
●食欲の秋、各地の特産品を使っ
て男の料理に挑戦してみたいと
思っています。
（長岡・ 歳・男性）
●旬の食材を読んでいろいろなお
料理があるので参考にし、作っ
て家族に食べてもらいたいと思
います。
（三福・ 歳・女性）
そのほかにも
●リサイクル祭りに行ってきまし
た。フリーマーケットの出店者
さんとの会話など楽しみました。
世の中エコブーム、楽しくエコ

答え○○○ ○ ○○○○○○○○○

好況 セミのおやつ 寿司

景気がよかっ
た頃はオレも
寿司を食って
たさ…

こうきょうせみのおやつすし

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﹃伊食同源﹄を読んで
●旬の食材は美味しいです。八百
屋やスーパーで地の物を買うの

お題 ： アナグラム
脳の活性度 ★★★★
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