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楽しいイベントが盛りだくさん。
皆さんのご来場をお待ちしており
ます。
とき／ 3月23日
（土）、24日
（日）
9：00 〜 15：00
ところ／酪農王国オラッチェ
（函南町丹那349-1）
内容／おなじみの乳搾り、ＳＬ無料
乗車、バター＆アイス作り、動物パ
ン作り、ジャムいちごの量り売り、
うまいもの屋台、小戸橋製菓のどら
焼き体験（3月24日（日）のみ）
酪農王国オラッチェ
☎ 055-974-4192

清水町
第 19 回わきみずコンサート
素敵な音楽とともにゆったりと
した時間を過ごしてみませんか。
とき／ 3 月 3 日（日）13：00 〜
ところ／清水町地域交流センター
多目的ホール
内容／清水町文化協会加盟団体に
よる合唱・器楽演奏
入場料／無料
ＮＰＯ法人清水町文化協会
☎ 055-957-2020

ファミリーサポートセンター

2013.3.1 いずのくに

交流会参加者募集

をお誘い合わせのうえ︑ぜひ

ご参加ください︒要申し込み︑

﹃子育てを応援したい人

︵まかせて会員︶
﹄
﹃子育て

参加無料です︒

分

45

を 応 援 し て ほ し い 人︵ お ね

11

き ３月７日︵木︶

15

がい会員︶
﹄が 会 員 と な り︑ と

10

分〜 時

ところ 地域子育て支援セン

師 日本３Ｂ体操協会公

時

ワークであるファミリーサ

ターたんぽぽ

子育ての援助を行うネット

ポートセンターが︑交流会

認指導者

講

大人まで楽しめる３Ｂ体操

小川文子先生

を開催します︒子どもから

です︒

2013.3.1 いずのくに

16

体操終了後に︑会員の体

※住民基本台帳法の改正に伴い、平成24年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

とき／ 3 月 17 日（日）
14：00 〜 16：00
（三島市大宮町）
ところ／三嶋暦師の館
※駐車場はありません。
内容／切り絵の実演、落語
定員／ 100 人 ※先着順、申込不要
講師／水口千令さん（切り絵）
、
春風亭傳枝さん（落語）
入場料／ 100 円
※小学生以下無料
三嶋暦師の館（月曜休館）
☎ 055-976-3088
三島市商工観光課
☎ 055-983-2656

ファミリーサポートセンター

50,187（-30） 男：24,164（-15） 女：26,023（-15） 世帯：20,389（-2）

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
無料
無料
無料
無料

初午寄席

験談を聞く時間もありま

奈古谷バス停、
小学生の朝の通学
バスへの乗車風景
です。近隣地区を
合わせて 80 人以上
の児童が、写真の
バスを待つ小学生たち
『韮山循環線』
を利
用しているとのことです。
取材時に感じたのが、子どもの動きは予測不
可能ということ。付近を通る車の運転手さんも
気をつけていただけると安心です。

無料
無料
応談
応談
応談
応談
応談
応談
応談

☎ ０５５８︵７６︶６００６
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三島市

無料

ゆずってください
自転車（子供用補助輪付）
ベビーベット
ベビーバス
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
洗濯機
冷蔵庫
チューナー付ブラウン管テ
レビ（32 型以上）
ワープロ
クーファン
ベビーラック
ベビーベッド
プレハブ型冷蔵庫
動力噴霧器一式
そばの種

伊豆市観光協会土肥支部
☎ 0558-98-1212

す︒当日の入会申し込みも

60

無料
無料

時

27

）内は先月比

▽今回︑公共交通の特集で
小学生の取材に行きまし
た︒朝から大はしゃぎでほ
ほえましいというか︑うら
やましいというか⁝︒幼稚
園生と保護者のみなさんに
も取材に協力していただき

※（

住民登録人口

54

表紙より
り

記

ました︒広報はみなさんの
協力でできております︒土
▽安全安心なまちづくり市
民大会を取材して︒山村講
師の講演を聴き︑防災につ
いて改めて考えるきっかけ
となりました︒自宅に帰っ
て 早 々 に 家 族 会 議︒〝 も し
も 〟の と き の 行 動 を 確 認 し
ました︒伊豆に住む私たち︒
常に災害を頭の片隅に︒遠

市の人口
平成 25 年 2 月１日現在

8

無料
無料
無料
無料

酪農王国オラッチェ

めいっぱい牧場 !! 春休みイベント

バレンタインスペシャルに続き
ホワイトデースペシャルも開催し
ます。先着 314 人にオリジナル恋
人宣言証明書を発行！他にもウエ
ディングドレスとタキシードを着
ての記念撮影などイベント盛りだ
くさんです。
9：00 〜 15：00
とき／ 3月14日
（木）
ところ／恋人岬

受付時間 ９時〜

後

74

かさ（こども用 ４本）
不二聖心女学院制服
聖心女子大学制服
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
子ども用乗用おもちゃ
（自動車型）
下 駄 箱（180cm × 75cm ×
43cm）
パイプベッド（シングル）
水仙の球根
韮中学生服（上着）
健康器具（レッグマジック）
健康器具（エナジートロン）
クーファン
加湿器
マージャンのパイ
もみ保存用もみすり機
（米選別機能付）

ホワイトデースペシャル

出来ます︒ご家族︑お友達

集

64

いた商品を買うようにしていき
ます。
（南條・ 歳・男性）
●ゴミ出しは簡単ですが、意外と
守ってないことが多いかもしれ
ません。
（田京・ 歳・女性）
●２月３日の市駅伝大会、私も応
援していました。選手たちの一
生懸命な走りに感動しました。
（古奈・ 歳・女性）
●私も韮山反射炉の応援団に入っ
ています。頑張ってほしいです！
（奈古谷・ 歳・女性）

編

ゆずります

68

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）
3 月 14 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
「消防団員募集中
（しょうぼうだんいんぼしゅうちゅう）
」
【先月の答え】
正解者は 59 ／ 65 人
【図書カード当選者：順不同・敬称略】
西島安代、石橋道雄、杉山達美、相原睦子、勝又進
戸塚信子、羽田次男、長谷部百音、大川玲、安田園代
＊当選者へのプレゼントは、3 月末ごろ発送予定です。

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。

函南町

伊豆市

不用品活用バンク

域でも広がってほしいですね。
老人会の方が加わることは特に
うれしく思います。私たちも皆
で子どもたちを見守りたいと思
います。
（大仁・ 歳・女性）
●消防団員の皆さん、消防の職に
精励し、頑張ってください。
（北江間・ 歳・男性ほか）
●子どもにまで生活習慣病があると
知り、怖いなと思いました。食事
の大切さを改めて感じました。
（四日町・ 歳・女性）
●グリーン購入は知りませんでし
た。これからはできるだけ、エ
コマーク・グリーンマークのつ

今日 通行 吉 行こう

きょうつうこうきちいこう

今日は道路が空いてる。
ドライブに行こう !!

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︒
●長岡北小学校の登下校時に声か
けをして子どもを見守る『千代田
防犯ボランティアの会』
、他の地

お題 ： アナグラム
脳の活性度 ★★★★
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