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※ 第8回親子川柳入賞作品を紹介する
コーナーです。

○参観日　後ろ向かない　前見てて
　　◆そっちこそ　しゃべってないで　ぼく見てて

　（母・小5　男）

○あいさつは　みんなを笑顔に　する魔法
　　◆おかえりの　言葉でつかれが　ふきとぶよ

（小6　男・母）

○暑い中　部活頑張り　くたびれた。
　　◆体操着　汚れでわかる　子の頑張り

（中1　女・母）

〇川柳が　母の宿題　大変だ
　　◆母、いいな　川柳だけが　宿題で

（母・中2　女）

○さあ。べつに。　いつまで続く　この言葉
　　◆あと少し　素直になれない　反抗期

（母・中3　男）

☆さしあげます☆
◆星城高校夏制服（男子、サイズ165）
◆登山靴（23㎝と24㎝男女兼用）
◆新生児用肌着（多数）

★ゆずってください★
◆ストライダー（子ども用ペダルなし自転車）
◆剣道の防具と竹刀（サイズ150㎝くらい）
◆知立学園制服一式（女の子、Mサイズ）
◆ 室内運動シューズ（22.5～24、学校の体育館シューズ
不可）

■利用方法　ゆずってほしい品物、さしあげたい品物が
あれば環境課ごみ減量係まで登録していただき、申し出
た物品名のみ、広報、ホームページに掲載されます。市
では情報の提供のみで、品物をお預かりす
ることはありません。ご本人同士でお話し
合いの上、譲り渡しをしてください。

■問合せ　環境課　ごみ減量係（☎95-0126）

ホームページにもリサイクル情報（週一回更新）を
掲載しています。ご活用ください。

Mercado de coisas usadas "Reused Market"
Será realizado pela primeira vez neste ano.  É um evento onde os compradores podem 
adquirir móveis e objetos domésticos usados, assim como trabalhos manuais, etc por 
um preço muito mais em conta e ajudar ativamente na reciclagem de materiais. 
▶Data e horário: 19 de julho (sábado), das 10:00 às 12:00 (Em caso de chuva, será 
cancelado). 
▶Local: estacionamentos do Fukushino Sato Yatsuda Tyuushya-jyou, do Meepuru 
Keyaki Tyuushya-jyou e do Ikigai Center (lojas da Cooperativa Tomo-tyan). 
▶Entrada franca: Em caso de compra, pagar diretamente ao vendedor. 
▶Principais produtos: roupas, objetos de uso cotidiano, alimentos, utensílios infantis, 
objetos diversos, brinquedos, etc. 
▶Informações: Departamento de Meio Ambiente.  Encarregado de redução do lixo 
(TEL 95-0126).

Reuse Market
We will hold the fi rst Reuse Market in 2014. A Reuse Market means just like 
a fl ea market, where disused stuff and hand-made stuff are sold at the aim of 
utilizing our resource effectively without any disposal by buying usable stuff on 
the cheap.
▶Date: Saturday, July 19, 2014 from 10:00 A.M. - 12:00 A.M., (If it is rain, the 
event will be canceled.)
▶Venue: the parking lot at Fukushino sato Hatta, the parking lot of Maple 
Keyaki ,and Ikigai Center (co-hosted by Tomo Chan shop)
▶Fee: Admission free, however, you need to pay for goods sold at each shop.  
▶The items sold: cloths, toys, kitchen-wear, tableware, daily goods, child 
goods, and so forth.
For Inquiries, please call 95-0126, the section of reducing garbage at the 
envelopment department.

リユースマーケット
開催！
日本語記事は10ページに
あります。　地域で活動する市民サークル・団体の

案内・募集記事を掲載します。「広報ちりゅ
う」で市民の皆さんに広くお知らせして
みませんか？

※ 政治・宗教活動、営利目的とするもの
（将来的な可能性があるものを含む）、
公序良俗に反するもの、市民に誤解を
与える可能性がある不適当な内容・目
的と市が判断するものにつきましては、
掲載できません。

■問合せ　協働推進課　秘書広報係
　　　　　（☎95-0112）

みんなのけいじばん
掲載記事募集中！

（つづき）


