お・知・ら・せ

!!
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書いてね！

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 11 日（水）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
【先月の答え】「あきのにんきいべんと（秋の人気イベント）」
正解者は 37 ／ 37 人
【図書カード当選者：順不同・敬称略】
伊奈裕子、勝又鈴子、岩崎杏花、杉本恵美佳、山本さい子
＊当選者へのプレゼントは、12 月末ごろ発送予定です。

市の人口
）内は先月比

単位：人

住民登録人口 50,042 （-22）
20,545 （5）
世帯
男：24,086 女：25,956

▼ 特 集 の 編 集 を 終 え。
夢を実現した人は、中
学時代からしっかりと
進路を決めていまし
た。膨 大 な 情 報 が 交 錯
す る 現 代︑自 分 の 夢 を
早く見つけることが本
当に大事だと実感。私
も当時に戻ってやり直
したいような、そうで
ないような…。
遠

編集後記
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平成 25 年 10 月１日〜 31 日
※（

）内は昨年比

人身事故
うち高齢者

物損事故

※物損事故は変動あり

市内ごみの排出量
平成 25 年 10 月１日〜 31 日
※（

56

75

表紙より

単位：件・人

件数
負傷者数
40 （+3） 49 （+2）
14 （+4） 5 （+1）
89（+15）
-

大仁警察署調べ
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市内交通事故発生状況
生状況

平成 25 年 11 月１日現在
※（

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。
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毎月、正解者の中から抽選で 5 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。 感想なども

【応募方法】

不用品活用バンク

出の楽しいイベントが盛りだく
まち、いいなあと思います。
さんの様子を見て、各地域も独
（長岡・ 歳・男性）
特の行事を見直し、実施すると
●この季節はイベントも多く、観
いいと思いました。（三福・男性）
光で訪れる方もたくさんいらっ
しゃいます。良い印象をもって
●歯とお口の健康の秋。歯磨きだ
いただけるようおもてなしの心
けでは ％の除去率。これでは
で私も接したいと思います。
虫歯、歯肉炎になりやすいです
（立花・ 歳・女性）
ね。上手に歯間ブラシ、糸よう
じを組み合わせて使いたいです。 ●田中山ダイコンの季節がやって
きました。並んでいる姿をみる
（中條・ 歳・女性）
とびっくりです。
●プレミアム商品券、来年もやっ
（三福・ 歳・女性）
てほしいです。
（三福・ 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
●春夏秋冬、いつでも素晴らしい
らのお便りをお待ちしています︒
富士山が見ることの出来るこの

答え○○ ○ ○○○○ ○ ○○ ○ ○

食料︑ミルク
ぎょあ

︵しょくりょうみるくぎょあ︶

明日の遠足、
食料はミルクだけよ
わかった～？

64

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︒

●さまざまな悪質商法があるよう
です。自分は大丈夫だと過信せ
ずに、常に気をつけたいと思い
ます。
（立花・ 歳・女性）
●多田地区の子ども向けや住民総

お題 ： アナグラム
脳の活性度 ★★★★

）内は昨年比

単位：ｔ

1,065
（-22）
燃やせるごみ
332
資源ごみ
（-51）
埋め立てごみ
15
（-5）
合計
1,412
（-78）
市民一人当たり 910.2 ｇ

表紙を含めた今月号の特集は、広報
技術の向上などを目的に組織している
田方広報研究会による共同編集です。
同 研 究 会 は、 昭 和 59 年 に 設 立、 約
30 年の歴史を持ちます。
今回の特集
では、各職業
の皆さんや中
学校など多く
の人たちにご
協力をいただ
きました。

ゆずります
ヒーリングビデオ（ジェッ 無料
トストリーム）
日本文学全集（全 42 巻）
無料
世界文学全集（全 48 巻）
無料
百科辞典（全 21 巻）
無料
小型冷凍・冷蔵庫
無料
書画用色紙、短冊
無料
表層用印毛
無料
衣類乾燥機
無料
マージャンパイ
無料
無料
臼と杵
無料
回転式モップ
ホース一式
（ホースリール付）無料
応談
オイルヒーター
碁石、碁笥、碁盤のセット 応談
応談
ベビーカー
木製パソコン用の机とイス 応談
応談
ガスコンロ（グリル付）
応談
洗濯機
ゆずってください
無料
長岡南小制服（男用）
無料
冷蔵庫
無料
こども用ビニールプール
無料
自転車（26 インチ）
無料
ポケットコンピューター
レーザーディスクのデッキ 無料
8mm テープのオープンデッキ 無料
無料
8mm の映写機
無料
ベビーバス
ホットカーペット
（3 畳以下）無料
無料
DVD デッキ
無料
こども服（100 〜 130）
ちとせ保育園男子用体操着 無料
応談
本棚
応談
もみ乾燥機
市役所環境衛生課
☎ 055-949-6804

放送大学
4月生募集のお知らせ
創立 30 周年を迎えた放送大
学では、平成 26 年度第 1 学期
（4 月入学）の学生を募集して
います。
放送大学では、テレビなどの
放送やインターネットを利用し
て授業を行う通信制の大学です。
働きながら学んで大学を卒業
したい、学びを楽しみたいなど、
さまざまな目的で幅広い世代、
職業の人が学んでいます。
心理学・福祉・経済・歴史・
文学・自然科学など、幅広い分
野を学べます。
出願期間は 2 月 28 日（金）ま
で。資料を無料で差し上げてい
ます。お気軽にご請求ください。
放送大学静岡学習センター
☎ 055-989-1253

年末の交通安全県民運動
12 月 15 日（日）〜 31 日（火）

飲酒運転は
絶対しない、
させない。
飲酒時は公共交通を利用しましょう

アイヌの人からのさまざま
なご相談をお受けします。
相談専用電話 フリーダイヤル
☎ 0120-771-208
受付期間／ 1 月 19 日（日）まで
※12月28 日（土）〜1 月 5 日（日）を除く
時間／平日 10：00 〜 20：00
（土・日・祝日は 18：00 まで）
●相談無料●匿名可●秘密厳守
その他／本相談事業は、厚生労働
省の平成 25 年度社会福祉推進事
業により実施するものです。
公益財団法人
人権教育啓発推進センター

年末年始の休日当番医
日

時

診療所名（場所／診療科目）

電話番号

12月30 日
（月）慈広会記念病院（長岡／内・リハ）

055-947-0511

伊豆函南セントラル病院（函南町／内） 055-974-0131
12月31 日
（火） ＪＡ静岡厚生連リハビリテーション
0558-83-3333
中伊豆温泉病院（伊豆市／内・整外・外）
長岡リハビリテーション病院
1 月 1 日（水）
（長岡／内・神経内・リハ）

055-948-0555

伊豆平和病院（函南町／内）

055-974-1355

1 月 2 日（木） 中伊豆リハビリテーションセンター
（伊豆市／内・整外・リハ）

0558-83-2111

1 月 3 日（金） 伊豆韮山温泉病院（中條／内）

055-949-1466

年末年始の休日当番歯科医
電話で確認のうえ、必ず保険証を持参して受診してください。
日

時

診療所名

住

所

電話番号

12 月 30 日（月） 堀江歯科医院

原木 1-1

055-949-0080

12 月 31 日（火） 梅原歯科医院

大仁 881

0558-72-8383

1 月 1 日（水）

小野歯科医院

長岡 1102

055-947-1122

1 月 2 日（木）

たま歯科医院

守木字川野 835

0558-76-0001

1 月 3 日（金）

吉本歯科医院

古奈 222

055-948-1244

※診療時間はいずれも 9：00 〜 13：00
2013.12.1

26

