広報紙への感想や身近な話
（吉田・
歳・女性）

ひ行ってみたい、そして新

もたらす笑顔がいっぱいで

●表紙の赤ちゃんの笑顔がた

作パンを味わいたいと思っ

すね。（南條・ 歳・男性） ●今年はパン祖のパン祭にぜ

くさんのっているのがほほ

（大仁・ 歳・女性）

ています。

歳・女性）

笑ましくていいです。

（古奈・

●先日、故郷から幼なじみ２

人が遊びに来てくれ、反射
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単位：件・人

※（

）内は昨年比

単位：ｔ

1,063
（-66）
燃やせるごみ
341
資源ごみ
（-86）
埋め立てごみ
21
（+3）
合計
1,425 （-149）
市民一人当たり 1,034.2 ｇ

表紙 より

今年は快晴に恵まれた消
防 団 出 初 式 で の 一 斉 放 水︒
青空に描かれた水のアーチ
に今年の無火災を願うよう
に︑多くの人たちがその様
子を眺めていました︒

今年は放水後に全団員で記念撮影

野菜を栽培してみませんか

市民農園利用者募集
名称

所在地

区画面積

空き区画数

賃借料

ゆずります

韮山ふれあい農園

四日町

約 25㎡

7 区画

7,000 ／年

長岡市民農園

長岡

約 25㎡

7 区画

7,000 ／年

シングルベッド
加藤学園高校
学ラン（170cm）
・夏用ワイシャ
ツ（M）
・紺ベスト（L）
ウェーブマシン

大仁ふるさと農園

長者原

約 50㎡

11 区画

5,000 ／年

ゆずってください
テニスラケット
電動自転車
ピアノ
電子ピアノ
富士美幼稚園
園服・帽子・スモック
エアロバイク
ラジカセ
（オートリバース機能付）
※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

（1 月 5 日現在）

貸付開始／ 4 月 1 日（日）
申し込み方法／借受申込書を 2 月 1 日（木）〜 28 日（水）の間に提
出してください。申込書は農業商工課窓口（大仁庁
舎）、市ホームページで取得できます。
市役所農業商工課 ☎ 0558-76-8003
浄化槽使用者の皆さんへ

法定検査を受けましょう
浄化槽は、家庭からの生活排水をきれいな水に浄化して、地域
の快適な生活環境を守る役割を担っています。
浄化槽法では保守点検（年 3 回以上）、清掃（年 1 回以上）、法
定検査（年 1 回）が義務付けられています。特に、静岡県の法定
検査受検率は、全国的にみても低いことから、私たちの身近な水
環境を守るために向上させていく必要があります。必ず法定検査
を受検しましょう。検査の申し込みは、
（一財）静岡県生活科学検
査センター（☎ 054-621-5863）まで。
静岡県東部健康福祉センター ☎ 055-920-2136
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市内ごみの排出量

件数
死者
負傷者
人身事故 33 （-8） 0 （0）47 （-3）
うち高齢者 17 （0） 0 （0）11 （-1）
大仁警察署調べ

▼外に出たくない季節
でも、取材は待ってく
れません。はい、伊豆
の国ふるさと博覧会が
始まっています。
さて、
いくつ参加して、いく
つ取材しようかな。玉
▼「今年の冬は寒い。」
毎年 言ってはいるもの
の、今年の冬は本当に
寒 い で す ね。「 寒 い。」
と言うとより寒さを感
じるそうなので、今年
は思うに留めます。石
2018.2.1
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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。

平成 29 年 12 月１日〜 31 日

編集後記

23

▼ほかにも

●公共施設再配置計画、近く

炉などを案内し、改めて伊

住民登録人口 49,208 （-40）
21,080 （-13）
世帯
男：23,726（-36）女：25,482（-4）

）内は昨年比

題などをお寄せいただきまし

に施設があれば気軽に利用

※（

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。

平成 29 年 12 月 1 日〜 31 日

単位：人

たので紹介します︒

▼表紙﹁笑う門には福来たる﹂

豆の良さを確認し、うれし

）内は先月比
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市内交通事故発生状況

平成 30 年１月１日現在
※（

できて便利ですが、税金が

市の人口

歳・女性）

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）、2 月 8 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】
「新年のごあいあつ
（しんねんのごあいさつ）」
正解者は 30 ／ 30 人
【図書カード当選者：順不同・敬称略】
加藤久、志水直子、杉本恵美佳、鈴木斗南、田口敏子
＊当選者へのプレゼントは、2 月末ごろ発送予定です。

について

【応募方法】
（古奈・

当選には
①と②が
必要です

かったです。

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。

有効活用していただけるよ

う願っています。

先週︑中身
﹁カツオ﹂を移送

︵せんしゅうなかみ
かつおをいそう︶

それな
ら先
週
︑
移送し
ました
！

て
に入っ
この箱
⁝
ツオは
いたカ

答え○○○○○ ○ ○○○○○○○○○

●表紙の笑顔、新年にふさわ

お題 ： アナグラム
脳の活性度 ★★★★

しく見る人たちに幸 せを

ヒントは広報紙の中に。
全部読めばわかるかも。

杉本優香里さん（韮山中 3 年）が
人権作文コンテストで
静岡県大会最優秀賞を受賞！
第 37 回全国中学生人権作文コンテスト静岡県大会
で、韮山中 3 年の杉本優香里さんが最優秀賞を受賞。
12 月 19 日の ｢ふじのくに人権フェスティバル｣ で
表彰され、12 月 25 日には内山教育長に報告するた
めあやめ会館を訪れました。
表彰状を持って報告に訪れた杉本さん（中央）▶

「人権」の大切さについて、考えてみませんか？
伊豆の国市
人権ポスター・人権の花パネル・人権作文展
市内小中学生による人権ポスター、人権の花パネル、人権作文の展示を行います。
とき／ 2 月 1 日（木）〜 15 日（木）※最終日は 12：30 まで
ところ／アピタ大仁店 1 階
展示作品／人権ポスター（大仁小）、人権の花パネル（韮山小、大仁北小、
長岡北小）、人権作文（韮山中）
保健福祉・こども・子育て相談センター ☎ 0558-76-8010

