広報紙への感想や身近な話
（田京・

12

残念なことです。みんなで

協力できることを少しでも

行っていこうではありませ

んか。

歳・女性） ●人口が少ないなんてとても

●子どもたちに選挙をやって

もらうことは、楽しいと感

じるだろうし、幼いころか

ら興味を持ってもらってい

歳・女性）

●家の前を多くの史跡見学の

（宗光寺・

歳・女性） ▼ほかにも

いことだと思いました。

（三福・

▼地域おこし協力隊について

題などをお寄せいただきまし

たので紹介します︒

小 学 生 が 通 っ て い き ま す。

○「広告随契」とは？
差押財産を見積価格以上の価格
で一定の期間内に随意契約により
売却する旨を広告し、最初に買い
受け申し込みをした人に売却する
方法です。

ゆずってください

売却の性質上、早期に終了する
場合があります。

耕運機（家庭菜園用）
チャイルドシート
ワープロ
オーブンレンジ
学ラン夏用ズボン（160cm）
ウォークマン（CD・ラジカセ）
リカちゃん人形
自転車
ドレッサー
防災ずきん（幼稚園用）
エアロバイク
炊飯器
扇風機

高まるコミュニティ FM 放送局の重要性
伊豆の国市のコミュニティ FM 放送局「FM いずのくに」は、平成
25 年 4 月に開局しました。緊急時、災害ラジオに切り替えて、被災
地域の最新情報を放送することができるコミュニティ FM 放送局の
重要性が、阪神淡路大地震や東日本大震災以降高まってきたためで
す。昨年には熊本地震も発生し、コミュニティ FM 放送局の必要性
はさらに増しています。

）内は昨年比

単位：ｔ

1,002
（-70）
燃やせるごみ
309
資源ごみ
（-24）
埋め立てごみ
20
（+1）
合計
1,331
（-93）
市民一人当たり 963.3 ｇ

災害時にはラジオを 87.7MHz にチューニング

市役所環境政策課
☎ 0558-76-8002

平成 29 年 4 月１日〜 30 日
※（

☎ 055-948-2912

税務課では、
「広告随契」の方法により、
差し押さえた不動産の売却を行っています。
対象となる物件の情報は、直接問い合わ
わ
せください。

※すべて無料での譲渡となります。

FM いずのくには、市、国土交通省沼津河川国道事務所と「災害時
における非常災害放送に関する協定」を結んでおり、有事の際には
24 時間体制で放送を行います。

FM いずのくには毎日
地域密着情報を放送中！
※ FM いずのくには
「パソコン」
「スマートフォン」
「タブレット」でも
聴取可能です。

11

URL

http://www.fmizunokuni.jp/

（放送時間／ 7：00 〜 21：00）

身近な放送局だからこそ放送できることがあります
マガジンも要 チェック
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韮山古川のホタル
（平成 26 年度撮影）

市役所税務課

ランドセル（黒・赤）
座卓
サルバおむつ（寝たきり用）
学習机セット
灯油缶（18ℓ）
電動折りたたみベッド
ソファ（3 人用）
三味線
光ナビキーボード
掃除機
麻雀セット

市内ごみの排出量

表紙 より

20

76

不動産の売却を行っています

ゆずります

平成 年度以来︑３年ぶ
りの実施となる韮山反射炉
のライトアップ︒真っ暗な
中にぼんやりと浮かぶ反射
炉は︑昼間とは違った顔で
迎えてくれます︒
実施期間は６月 日︵日︶
まで︒近くの韮山古川では
﹁ホタル観賞の夕べ﹂が開催
されています︒この時期だ
けのホタルと反射炉︑見に
行ってみ
てはいか
がでしょ
うか︒

▼「 朝 食 を 食 べ な い 人
が 多 い の は 代 」。 食
育の記事を編集してい
て心なしか痛む気がす
る私の胸。担当さんご
めんなさい、明日はき
っと食べますので。玉
▼早くも 度目の広報
編集となりました。初
回に引き続き今回も頭
を 悩 ま す ア ナ グ ラ ム。
なるべく自然な日本語
となるよう、頑張って
はいるのですが…。石
2

2017.6.1

単位：件・人

件数
負傷者数
人身事故
26 （-5） 35 （-3）
うち高齢者
6 （-4） 3 （-3）
大仁警察署調べ

編集後記

●地域おこしは良いこと。少

住民登録人口 49,347 （-6）
21,033 （+6）
世帯
男：23,792（+3）女：25,555（-9）

）内は昨年比

▼表紙﹁こども選挙﹂について

平成 29 年 4 月１日〜 30 日
※（

大きな声のあいさつにとて

市内交通事故発生状況
単位：人

16

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。

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お待ちしています。

市の人口
）内は先月比

しでも、まちがにぎやかに

72

平成 29 年 5 月１日現在
※（
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歳・男性）

メールアドレス
Ｑ Ｒコード

①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）
、6 月 15 日（木）までに下記へ郵送またはメール
でご応募ください。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
伊豆の国市役所市長公室
【メール】info@city.izunokuni.shizuoka.jp
【先月の答え】
「地域おこし協力隊
（ちいきおこしきょうりょくたい）」
正解者は 18 ／ 18 人
【図書カード当選者：順不同・敬称略】
大澤美津子、加藤真海、鈴木忠治、立入芳樹、水口清也
＊当選者へのプレゼントは、6 月末ごろ発送予定です。

も元気をもらいます。

【応募方法】
（韮山金谷・

当選には
①と②が
必要です

●こ ど も 選 挙 行 っ て き ま し

歳・男性）

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。

なるといいですね。

（長岡・

読書の人数︑
教師︑理解

︵どくしょのにんずう
きょうしりかい︶

本を読む

正一

本を読まない

正正正正

正

読書︑
しないん
だな⁝︒

65

答え○○○○○○○ ○ ○○○○ ○ ○○○

た。１位になれなくて残念

でした。

お題 ： アナグラム
脳の活性度 ★★★★

ヒントは広報紙の中に。
全部読めばわかるかも。

コミュニティ FM 放送局は、“ まちの放送局 ” です。地域密着型の
放送局だからこそ、災害時には避難所や行方不明者の情報、台風時
には狩野川の水位や通行止めの情報など、地域でしかわからない情
報を即時に放送できます。それが、コミュニティ FM 放送局の最大
の利点です。
FM いずのくには、普段は市民のための地域
密着の生活情報、有事の際には安全と安心のた
めの情報をお届けしていきます。
FM いずのくに ☎ 055-940-0877
2017.6.1
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