広報紙への感想や身近な話

題などをお寄せいただきまし

たので紹介します︒

ペットケージ（中型犬用）
サークル（中〜小型犬用）
ムートンの半コート
安全靴（25.5cm）
●１年があっという間で、も

イベントが中止になり残念

●続けての台風でいろいろな

歳・女性）

うミカンのおいしい季節に

です。また、この近くも稲

（寺家・

なりましたね。表紙のミカ

（寺家・
歳・女性）

（大仁・ 歳・女性）

が田んぼにあり心配です。

歳・女性）

ンもおいしそうです。

（天野・

をやっていますが、気温も

●ノルディックウォーキング

●先日、衆議院議員選挙の投

だんだん涼しくなって、運

▼ほかにも

票に行きました。これから

ゆずってください
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※（

単位：件・人

※すべて無料での譲渡となります。

市役所環境政策課
☎ 0558-76-8002

祭のポスター・チラシなどに使用するデザ
インを公募します。どなたでも応募できます
ので、ぜひご応募ください。
応募締切／平成 30 年 1 月 12 日（金）17：00
※選考結果は平成 30 年 1 月 24 日（水）ごろ発
表予定です。（副賞あり）
※詳細は、直接問い合わせください。
伊豆の国市観光協会 ☎ 055-948-0304
公募選考したデザインを使用した今年のポスター▶
E
CHOIC
COOL
ト
ベン
啓発イ

COOL CHOICE 絵本コンサート

とき／12 月 16 日（土）
14：00 〜 16：00
ところ／韮山時代劇場
映像ホール
内容／
地球環境をテーマにした絵
本朗読と生演奏、映像を組
み合わせたコンサート

出演／
絵本朗読 辻村千鶴さん
演奏 カズーズと仲間たち
FM いずのくに
☎ 055-940-0877
「COOL CHOICE」の詳細
（環境省ホームページ）
https://ondankataisaku.env.
go.jp/coolchoice/index.html

認知症カフェが新たに増えました！
認知症カフェでは、認知症の人やその家族、地域の人などが気軽に集い、お茶
やおしゃべりを楽しんでいます。認知症の相談や情報交換もでき、認知症につい
て学び地域の見守りをしている人の参加もあります。ぜひお越しください。
○新たな認知症カフェ（既に開催中のものは広報 8 月号をご覧ください）

単位：ｔ

1,076
（+37）
燃やせるごみ
335
資源ごみ
（+15）
埋め立てごみ
15
（-2）
合計
1,426
（+50）
市民一人当たり 1,034.2 ｇ

表紙 より

吉村さんは打撃や走塁な
どを指導

）内は昨年比

シングルベッド
子ども用自転車
チャイルドシート（自転車用）
キーボード
剣道着
電気自動車
自転車
ベビーカー
チャイルドシート
バーベル・鉄アレイ

ポスターデザインコンテスト

18

読売巨人軍ＯＢの定岡正
二さん︑吉村禎章さんを講
師に迎え︑少年野球教室が
開催されました︒
定岡さんは投手一人ひと
りの投球フォームをチェッ
クして改善点を指摘︒球児
たちは教わったことに気を
つけながら︑真剣にボール
を投げ込んでいました︒

2017.12.1

ゆずります

平成 29 年 10 月１日〜 31 日

件数
死者
負傷者
人身事故 23（+1） 1 （0）36（+11）
うち高齢者 12（+5） 1 （0） 5 （-1）
大仁警察署調べ

▼

玉
▼ふとんが恋しい季節
です。朝起きるのがつ
らい人もいるのでは？
皆さんも、寒さに負け
ず頑張りましょう。と
は言いつつ、自分もそ
の１人なのですが。石

編集後記

▼表紙について

住民登録人口 49,244 （-53）
21,081 （-16）
世帯
男：23,768（-29）女：25,476（-24）

）内は昨年比

動するには最適な時期では

平成 29 年 10 月１日〜 31 日
※（

15

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。

市内ごみの排出量

平成 29 年 11 月１日現在
単位：人

81

第 83 回伊豆長岡温泉 源氏あやめ祭

不用品活用バンク

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。

市内交通事故発生状況

）内は先月比

も、将来について自分の意

51

市の人口
※（

31

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）
、12 月 12 日（火）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】
「下水道使用料改定
（げすいどうしようりょうかいてい）」
正解者は 37 ／ 39 人
【図書カード当選者：順不同・敬称略】
霞知佳、田中友里、土屋奏太、長澤明花、室伏田鶴子
＊当選者へのプレゼントは、12 月末ごろ発送予定です。

●表紙のみかん狩りの写真が

【応募方法】
（北江間・

当選には
①と②が
必要です

ないでしょうか。

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。

見を持ち、選挙には必ず行

きたいです。

手際で差をつけ人気

︵てぎわでさをつけにんき︶

手際が
良くて

！
すてき

答え○○○○○○○○○○○

素敵でした。家族でぜひ行

お題 ： アナグラム
脳の活性度 ★★★★

きたいと思います。

ヒントは広報紙の中に。
全部読めばわかるかも。

カフェの名前
いずのんカフェ
ながおかふぇ

開催日時
第 1 火曜日
10：00 〜 11：30
第 3 水曜日
10：00 〜 12：00

開催場所
内容
参加費
問い合わせ先
韮山福祉・保健 認知症予防、相談・歌、 100 円
韮山地域包括支援センター
センター
おしゃべり
（飲み物代） ☎ 055-949-9213
市 役 所 保 健 福 祉・ こ ど も・
ウエルシア
おしゃべり・相談、
100 円
子育て相談センター
伊豆長岡店
認知症予防体操
（飲み物代）
☎ 0558-76-8010

○今後のミニ講座（予定）
【和みカフェ 湯の家】とき／ 12 月 14 日（木）13：30 〜 15：00
（長岡寮湯の家）
「成年後見制度と市民後見人について」 講師／司法書士 山田茂樹氏
とき／平成 30 年 2 月 8 日（木）13：30 〜 15：00
「精神疾患について」 講師／ MOA 奥熱海クリニック院長 佐久間哲也氏
【ちょっくらカフェ】とき／ 12 月 21 日（木）13：30 〜 14：10
（プレーゲおおひと） 「楽しく 手遊び♪」 講師／健康運動実践指導者 海野由美子氏
市役所保健福祉・こども・子育て相談センター
☎ 0558-76-8010
2017.12.1
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