●正月に都内から帰省しました。
実家に帰ると、伊豆の温かさと
富士山にホッとします。
（古奈・ 歳・女性）
●富士山と反射炉の２つが同時に
撮影できるポイントがあるんで
すね。世界遺産に登録されます
ように…。 （守木・ 歳・女性）
●田畑の野焼きの煙や臭いで嫌な
思いをすることがあります。お
広報紙への感想などをお寄せい
互いに生活環境の保全を守りた
ただきましたので紹介します︒
いですね。
（吉田・ 歳・女性ほか）
●新しい年が始まりました。伊豆
●『健康がイイね』を読んで。お
の国市が、より発展し、より住
酒の適量の目安を参考に、正月
みやすいまちになることを願っ
だからといって飲みすぎ、食べ
ています。
（原木・ 歳・男性ほか）

お題 ： アナグラム
脳の活性度 ★★★★
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ぼういん

母集団 焼酎 暴飲

ぼしゅうだん
しょうちゅう

答え○○○○○○○○○○○○○○○○

ゆずってください

チケット取扱所／伊豆市民劇場、三
島おやこ劇場、やまがた楽器店、文盛
堂書店、Via701、三島市文化振興課
三島市文化振興課
☎ 055-983-2672

函南町
湯〜トピアかんなみ

冬の湯遊キャンペーン
内容／◇レストラン・整体ご利用
のお客様（グループ全員）の入館料
延長が 1時間無料。
（通常３時間）
◇２階個室が１時間単位（１時間
1,000円）で利用可。◇レストラン
で期間限定メニューをお手ごろ価
格でご用意しています。
期間／３月31日
（日）まで
湯〜トピアかんなみ
☎ 055-970-0001

清水町
富士山の日協賛事業

富士山と柿田川展
郷土の文化財『柿田川』を題材とし
た芸術作品の展示会を開催します。
とき／２月15日（金）〜 24日（日）
9：00 〜 21：00
ところ／清水町地域交流センター
内容／富士山と柿田川にちなんだ
写 真・ 日 本 画、 油 彩 画、 七 宝 焼、
書道など作品の展示
清水町教育委員会生涯学習課
☎ 055-972-6678

2013.2.1 いずのくに

年度

長岡温水プールサンゆう
☎ 055-947-0176
ホームページアドレス
http://www.izu-swim.com

平成
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子供水泳教室生徒募集！

平成 年度の生徒を３月１日︵金︶

より随時募集します︒詳細について

は︑直接お問い合せ︑またはホーム

象 親子水泳 ３才〜

年中児以上

ページをご覧ください︒

対
子供水泳

費 入会金 １︐０００円

市役所環境衛生課
☎ 055-949-6804

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

三島市民演劇祭
三島市内および近隣のアマチュ
ア劇団が多彩な舞台を披露します。
迫真の演技をご堪能ください。
とき／ 2 月 10 日（日）
開場 10：30 開演 11：00
ところ／三島市民文化会館小ホール
演目／・
『消えた春』シアター万華鏡
・
『胸いっぱいの愛を』市立沼津高校
演劇部・
『ふるさとの昔話より』三島
かたりべの会・
『モデルホーム殺人事
件』劇団川瀬組・
『白雪姫』日本大学
三島高校演劇部・
『楽屋』〜 Mforyou 〜
入場料／一般（大学生以上）1,000
円、学生（高校生以下）500 円、当
日券あり※出入り自由
会

自転車（子供用補助輪付）
ベビーベット
長中長袖体操着（Ｌ）
韮中女子制服
韮中体育着・ジャージ（Ｍ）
カセットレコーダー
韮中用手さげカバン
キックボード
住宅地図（旧大仁町の最新版）
ワープロ
クーファン
ベビーラック
プレハブ型冷蔵庫
動力噴霧器一式

三島市

謝 ３︐１５０円

※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。

応談
応談
応談
応談
応談
応談
応談
応談
応談

伊豆市観光協会修善寺支部
☎ 0558-72-2501

月

50,217（-4） 男：24,179（-6） 女：26,038（+2） 世帯：20,391（-8）

無料
無料
無料

その他 定 員 に よ り︑希 望 ど お り の

今回、取材に伺っ
た大仁区では、狩野
川の河原でどんど焼
きを行いました。日
が出る前から、地域
の皆さんが団子を刺
した木枝を片手に集 この日は子どもたちも早起き
まり、燃えるやぐらの火を見つめていました。
もともとは無病息災と五穀豊穣を祈る伝統行
事ですが、現在は地域住民の貴重な触れ合いの
場でもあると感じました。 （撮影日：1 月 13 日）

無料
無料
無料
無料

接 お 越 し く だ さ い︵ 電

2013.2.1 いずのくに

51

かさ（こども用 ４本）
エアロバイク
アップライトピアノ
チューナー付ブラウン管
テレビ（26 型）
幼児用ロッキングホース
ベビーバス
子ども用乗用おもちゃ（自
動車型）
全自動洗濯機
韮中学生服（上着）
健康器具（レッグマジック）
不二聖心女学院制服
聖心女子大学制服
健康器具（エナジートロン）
クーファン
マージャンのパイ
加湿器

話申し込み不可︶︒

23

）内は先月比

▽ 初 日 の 出 の 取 材 の た め︑
新年早朝︑葛城山へ行って
きました︒日の出もさるこ
とながら︑朝焼けの富士山
の姿にうっとり︒駿河湾も
一緒に拝むことができ︑ま
さに絶景でした︒パノラマ

※（

住民登録人口

50

表紙より
り

記

パークさん︑ご協力ありが
とうございました︒
遠
▽元旦マラソンの取材に行
ってきました︒綺麗な富士
山と︑お正月から元気な参
加者の皆さんの姿に︑私も
来年は走ってみようかな〜
などと思いましたが︑取材
中︑５メートル走った瞬間
に息切れしたので︑ウォー
キングでいいや⁝︒
土

市の人口
平成２5 年 1 月１日現在

8

ゆずります

修善寺梅まつり
修善寺梅林は、樹齢 100 年を越
える古木や樹齢 30 年程度の若木
を合わせて 20 種 1,000 本の紅白
梅が植えられ、
『梅まつり』期間中
は、総面積 30,000 平方メートル
の小高い丘稜地いっぱいに梅の花
が咲き乱れます。
とき／ 2月1日
（金）〜3月10日
（日）
ところ／修善寺梅林
入園料／無料

受講ができない場合があり

後

68

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。

ます︒

集

19

不用品活用バンク

申込み方法 印鑑を持参のうえ︑直

編

59

すぎに気をつけたいと思いまし
た。
（田京・ 歳・女性）
●『ゆずりあい駐車場』の利用証
は助かります。車いすマークが
安易に売られており、誰でも利
用できてしまい、本当に利用し
たい人ができない状況です。
（奈古谷・ 歳・女性）
●確定申告が近づいてきました。
毎年ですが、緊張する時間です。
（大仁・ 歳・女性ほか）
●パン祖のパン祭りが楽しみです。
（奈古谷・ 歳・女性）
たくさんのお便り︑ありがとうご
ざいました︒

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）
2 月 12 日（火）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
「野焼きは禁止（のやきはきんし）
」
【先月の答え】
正解者は 50 ／ 50 人
【図書カード当選者：順不同・敬称略】
朝香さおり、野本恭平、石川秋子、岩崎穂乃香、澤とし江
小林淑子、佐々木恵美子、鈴木佐代子、杣木桂樹、長倉俊英
＊当選者へのプレゼントは、2 月末ごろ発送予定です。

65

伊豆市
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