ばいば～い

ガク⁝ 今日︑出港

がくきょうしゅっこう

行ってしまうのね…
愛しの人
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答え○ ○ ○○○ ○ ○○ ○ ○

※（

）内は先月比

単位：人

うち高齢者

物損事故

単位：件・人

件数
負傷者数
25 （-10） 38 （-7）
4 （-7） 3 （-3）
89 （-2）
-

大仁警察署調べ

※物損事故は変動あり

平成 26 年 1 月１日〜 31 日
※（

）内は昨年比

1,075
（-10）
燃やせるごみ
327
資源ごみ
（-17）
埋め立てごみ
16
（-2）
合計
1,418
（-29）
市民一人当たり 914.5 ｇ

14

しんしんと降る雪が反射炉
をより一層幻想的な姿に

単位：ｔ

表紙 より

2014.3.1

人身事故

）内は昨年比

市内ごみの排出量

２月８日と 日︑記
録的な大雪が伊豆を襲
いました︒市内でも交
通網の乱れや︑農業へ
の被害など︑多くの市
民 を 混 乱 さ せ ま し た︒
﹃冬来りなば春遠から
じ﹄苦境を耐えぬけば︑
やがて幸福が訪れると
言われています︒韮山
反射炉も︑これから春
の時期を迎えようとし
ています︒

▼ 特 集 の『 学 校 給食 』の
取 材 を 終 え。本 当 に 多
くの人たちの力によっ
て作られていることを
実 感 し ま し た︒特 に 衛
生 面︒毎 日 ピ ッ カ ピ カ
になるほど調理室をき
れ い に︒ま た、ア レ ル ギ
ー対策など、本当に細か
い配慮がなされていて
驚きの連続でした。 遠
27

平成 26 年 1 月１日〜 31 日
※（

11

63

市内交通事故発生状況

住民登録人口 50,016 （-28）
20,545 （-3）
世帯
男：24,060（-10）女：25,956（-18）

編集後記

73

をゴールにつなぐことができま
した。交通整理の人や沿道で応
援してくれた人たちのおかげで
最後まで走ることができました。
（立花・ 歳・男性）

（必須）、3 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】「いずじゅうかんどう
（伊豆じゅう感動・伊豆縦貫道）」
正解者は 40 ／ 40 人
【図書カード当選者：順不同・敬称略】
鈴木璃恩、鈴木佑典、杉山達美、鈴木佐代子、鈴木京子
＊当選者へのプレゼントは、3 月末ごろ発送予定です。

●腎臓に負担にならないよう肥満
と運動に気をつけたいです。
（三福・ 歳・男性ほか）
●長岡駅前通りが移転移動して周
りのイメージが変わっていき、
さみしいような気も…。また、
新たな駅前通りも楽しみです。
（南條・ 歳・女性）
たくさんのお便り︑ありがとうご
ざいました

【応募方法】
当選には
①と②が
①はがきにクイズの答えと住所、
氏名（フリガナ）、年齢、
必要です 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

平成 26 年 2 月１日現在

46

6

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。

市の人口

●開通するのをずっと待ってまし
た。インターまで早く行けるの
で、すごく近くなった気がしま
す。
（原木・ 歳・女性ほか）
●開通して便利になりますが、観
光客が伊豆の国市を素通りでは
なく、足を止めて市内の良い所
をたくさん見てほしいと思いま
広報紙への感想などをお寄せい
す。 （北江間・ 歳・女性ほか）
ただきましたので紹介します︒
●あたらしいどうろ、はやくとお
ってみたいです。
﹃伊豆縦貫だより﹄を読んで
（長瀬・ 歳・女性）
●伊豆の国市に住んでいる私たち
にとって大きな意味・価値があ
ほかにも
ります。有効利用していきたい
●市駅伝にアンカーを走りました。
です。
（四日町・ 歳・男性）
みんなの思いが詰まったたすき

お題 ： アナグラム
脳の活性度 ★★★★

不用品活用バンク
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。
ゆずります
無料
ケース入り市松人形 4 体
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
衣装タンス（木製・和タンス）無料
無料
アップライトピアノ
無料
食器棚
無料
マッサージチェア
五月人形 1 式（3 段飾り） 無料
無料
学習机（２台）
無料
ソファー
（2 人掛・3 人掛）各１
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
小型冷凍・冷蔵庫
応談
洗濯機
応談
電子レンジ
応談
食器棚
手 こ ぎ ボ ー ト（ プ ラ 製・ 折 応談
りたたみ式・4 人乗り）
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
こども用すべり台
無料
こども用ジャングルジム
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

伊豆市
ホワイトデースペシャル
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。
とき／ 3 月 14 日（金）
9：00 〜 15：00
ところ／恋人岬（伊豆市小下田）
土肥温泉旅館協同組合
☎ 0558-98-0523

函南町

ところ／酪農王国オラッチェ
（函南町丹那）
内容・参加費／▶世界の自然風景
ジオラマ作品（2,500 円）▶シー
ソーで遊ぶ動物たち（1,300 円）
酪農王国オラッチェ
☎ 055-974-4192

三島市
洋らん展
とき／ 3月16日
（日）〜 23日（日）
※17日（月）は休園日
ところ／楽寿園展示場
内容／カトレア・デンドロビウム
など、洋らんの展示、栽培
相談および即売

酪農王国オラッチェ

ジオラマ制作体験
作品コンテスト
幼稚園・小学生の親子で一緒に
ジオラマ制作体験してみませんか。
親子での参加を募集しています。
とき／ 3 月 21 日（金）〜 5 月 31
日（土）10：00 〜 17：00

三島市立公園 楽寿園
☎ 055-975-2570

市役所大仁庁舎にある

法務局証明サービスセンターをご利用ください
市役所大仁庁舎内には、法務局沼津支局などに行かな
くても証明書などが取得できる『証明書等発行請求機』
が設置されています。ぜひご利用ください。
利用時間／月曜日から金曜日まで（祝祭日を除く）
9：00 〜 12：00
13：00 〜 16：30
ところ／市役所大仁庁舎１階
取得できる証明書／
▶不動産登記事項証明書
※要約書および地図などは取得で
きません。
▶商業・法人登記事項証明書
※要約書は取得できません。
窓口では専属の職員が対応
▶法人の印鑑証明書
※印鑑カードが必要となります。
静岡地方法務局沼津支局
☎ 055-923-1201
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