お・知・ら・せ
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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

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︒

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（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】「わらうかどにはふくきたる
（笑う門には福来たる）」
正解者は 37 ／ 37 人
【図書カード当選者：順不同・敬称略】
佐藤隼人、石川秋子、長谷川直江、小川伊都子、勝又道子
＊当選者へのプレゼントは、2 月末ごろ発送予定です。

市の人口
※（

）内は先月比

※（

人身事故
うち高齢者

物損事故

※（

単位：ｔ

表紙 より

帽子が吹き飛ぶほど

の強風にもかかわらず︑

過 去 最 高 の １︐０ １ ９

人が参加した元旦マラ

ソン︒韮山時代劇場を

会場に行うこの大会

も︑今回で９回目を数

えます︒

自分の力を存分に試

す人︑親子で楽しみな

がら走る人︑健康目的

に走る人などさまざま

な参加者でにぎわいま

てつざえもんも応援
に駆け付けたマラソ
ンコース

）内は昨年比

1,107
（+98）
燃やせるごみ
401
資源ごみ
（+6）
埋め立てごみ
24
（+3）
合計
1,532 （+107）
市民一人当たり 987.5 ｇ

※物損事故は変動あり

した︒

大仁警察署調べ

ごと

2014.2.1

平成 25 年 12 月１日〜 31 日

単位：件・人

件数
負傷者数
57（+18） 71（+21）
19 （+7） 9 （+2）
83 （-35）
-

こういん

▼「光陰矢の如し」。時
が流れるのが、恐ろし
く早く感じる今日この
頃。自分の子どももあ
っという間に小学生
に。一緒に遊んでもら
え る の も あ と 少 し？。
今 年 度 も 残 り わ ず か。
矢の速さを追い抜くく
らい充実した生活を送
りたいですね。
遠

編集後記

）内は昨年比

20
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市内ごみの排出量

平成 25 年 12 月１日〜 31 日

単位：人

住民登録人口 50,044 （-4）
20,548 （-2）
世帯
男：24,070（-10）女：25,974（+6）

23

75

市内交通事故発生状況

平成 26 年 1 月１日現在
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14

39

書いてね！

【応募方法】

ゆずります

59

数珠入れ

答え○○○ ○ ○○○○○

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。

●おもわず自分もにっこりしてし
●今年、成人式です。責任ある行
まいました。よく見ると市長さ
動に心がけたいと思います。
んの顔も。とてもにぎやかです
（田京・ 歳・男性）
ね。
（中條・ 歳・女性ほか） ●事業評価委員会、とても良いと
●今年は何があっても笑顔を絶や
思います。なあなあで続けるよ
さず頑張りたいです。
りは、時々見直すことは大切だ
（南條・ 歳・女性）
と思います。（三福・ 歳・女性）
●南江間で整備している公園が完
成するのが楽しみです。
（北江間・ 歳・女性）

数珠綱引き

数珠運動会

︵じゅずうんどうかい︶

わしらは昔から
数珠を使った競技を
やっとるんじゃ

大数珠転がし

ほかにも
広報紙への感想などをお寄せい
●元旦マラソンに参加してきまし
ただきましたので紹介します︒
た。『一年の計は元旦にあり』こ
の一年が健康に過ごせそうな気
表紙﹃笑う門には福来たる﹄
がします。
（天野・ 歳・女性ほか）
について
●みんなの笑顔がとても良かった
●元旦マラソンに参加してきまし
です。元気をもらいました。
た。強風にもかかわらずたくさ
（寺家・ 歳・女性ほか）
ん の人でした。
（南條・ 歳・男性）

お題 ： アナグラム
脳の活性度 ★★★★

不用品活用バンク

ケース入り市松人形 4 体
無料
介護用ベット（シングル） 無料
小型冷凍・冷蔵庫
無料
マージャンパイ
無料
額縁（4 枚）
無料
電動ベット（シングル）
無料
桐製タンス
無料
衣装タンス（木製和タンス） 無料
台所用テーブル（2 人掛） 無料
バウンシングシート
無料
（バウンサー）
シングルベット
無料
（木製・折りたたみ式）各 1 台
無料
スキー用具セット
（板・ストック・ブーツ）
無料
ヒーリングビデオ
（ジェットストリーム）
応談
ベビーカー
応談
オイルヒーター
応談
練習用ノートパソコン
ゆずってください
無料
こども用ビニールプール
無料
自転車（26 インチ）
無料
ベビーバス
無料
DVD デッキ
無料
こども服（110 〜 130）
ちとせ保育園男児用体操服 無料
ホットカーペット
（3 畳以下）無料
無料
臼と杵
無料
竹割り刀（十文字）
無料
ポケットコンピューター
（シャープ製）
応談
もみ乾燥機
寿光幼稚園の制服と体操着 応談

市役所環境衛生課
☎ 055-949-6804

個別労働紛争解決制度
静岡労働局では労働に関するさ
まざまなトラブルの解決をお手伝
いするため「総合労働相談コーナ
ー」
を設置し、労働相談を行うほか、
静岡労働局長による「助言・指導」、
紛争調整委員会による「あっせん」
などのご案内を行っています。
静岡労働局総務部企画室
総合労働相談コーナー
☎ 054-252-1212

看護職等再就職相談
勇気を出して再出発を！
看護職の資格を持ち、現在就職
していない人に、現場経験を持つ
看護職相談員が再就職の相談に応
じます。
とき／ 2月20日（木）
10：00 〜 14：00
ところ／長岡保健センター
その他／参加無料、定員なし
県ナースセンター東部支所
☎ 055-920-2088

小会議室（収容人数約 30 人）7 室
総合コンベンション施設プラサ
ヴェルデ ☎ 055-920-4100

伊豆の国観光パスポート

新規販売を終了
平成 20 年より販売していまし
た『伊豆の国観光パスポート』は、
昨年 12 月 25 日をもって新規販売
を終了しました。なお、現在お持
ちの人は、有効期限内（発行日よ
り２年間）は各協賛店で今まで通
り利用することができます。
伊豆の国市観光協会
☎ 055-948-0304

平成 26・27 年度関東森林管理局
「国有林モニター」を募集

プラサヴェルデ
2 月 1 日より会議室予約開始
沼津駅北口に、今年 7 月グラン
ドオープン予定の総合コンベンシ
ョン施設『プラサヴェルデ』では、
2 月 1 日（土）より会議室の予約受
付を開始します。
会議室（収容人数約 100 人）5 室

募集人員／ 70 人
依頼期間／平成 26 年 4 月から平
成 28 年 3 月まで
依頼内容／国有林の広報誌やイベ
ント情報などを定期的に送付しま
す。国有林事業に関するアンケー
トにお答えいただくほか、国有林
の管理経営に対する意見や提言を
お伺いします。
応募方法／ 2 月 14 日（金）まで
にお申し込みください。
※応募条件など詳細は直接お問い
合わせください。
関東森林管理局国有林モニ
ター係（企画調整課内）
☎ 027-210-1150

自分で育てる楽しみ
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市民農園の利用者募集

貸付
開始

韮山ふれあい農園、長岡市民農園、大仁ふるさと
ふるさと
農園の 4月1日以降の利用者を募集します。募集受付
期間は 2月3日
（月）から 26日
（水）までです。
応募者多数の場合は、抽選により利用者および区画を決
定します。借入れ希望のある人は、市役所農業振興課
（韮
山庁舎）、または市ホームページにある『借受申込書』
をご
記入のうえ、提出してください。
名

称

所在地

区画面積 空き区画数

賃

貸

料

韮山ふれあい農園

四日町

約25㎡

16

7,000円 / 年

長岡市民農園

長岡

約25㎡

13

7,000円 / 年

大仁ふるさと農園

長者原

約50㎡

16

5,000円 / 年

市役所農業振興課

☎ 055-949-6813
2014.2.1
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