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～この広報紙は皆様からいただいた会費により作られています～

赤い羽根共同募金がスタートしました‼



今年度は伊豆市内 5 団体への助成が決定しました

◆サロンで使うマイクアンプ機材の購入
　サロン柏久保

募金箱設置協力店（募金箱・ポスターの掲示等）

「地域ふれあい支え合い事業」の助成が決定しました！

　10月1日（水）に修善寺駅前、キミサワ修善寺店前、スーパーカドイケ中伊豆店前、スーパーアオキ
土肥店前にて、10月3日（金）には天城ストアー前にて、街頭でのPR と募金活動を行いました。
　中豆授産所、フレンドワークかざぐるま、えーる、駿豆学園の皆さまが募金ボランティアとして伊豆
市共同募金委員会運営委員と共に募金活動をしてくださいました。本当にありがとうございました。
　今後は、伊豆市社会福祉大会等、様々なところでPR・募金活動を実施します。
　今年も多くの皆さまのご協力をよろしくお願いいたします。

伊豆市役所様
（本庁・土肥支所・天城湯ヶ島支所・中伊豆支所）

伊豆中央ケアセンター様
静岡中央銀行修善寺支店様
三島信用金庫　修善寺支店様
三島信用金庫　中伊豆支店様
三島信用金庫　湯ヶ島支店様
スルガ銀行　修善寺支店様
スルガ銀行　中伊豆支店様

伊豆の国農業協同組合　駅前支店様
伊豆の国農業協同組合　本立野支店様
伊豆の国農業協同組合　熊坂支店様
伊豆の国農業協同組合　温泉場支店様

伊豆の国農業協同組合　土肥支店様
伊豆の国農業協同組合　八木沢支店様
伊豆の国農業協同組合　小下田支店様
伊豆の国農業協同組合　狩野支店様
伊豆の国農業協同組合　湯ヶ島支店様
伊豆の国農業協同組合　八幡支店様
伊豆の国農業協同組合　原保支店様
農の駅　伊豆様

キミサワ修善寺支店様
マックスバリュ 修善寺駅前店様
フレンドワークかざぐるま様
修善寺虹の郷様
サイクルスポーツセンター様
湯の国会館様

道の駅｢天城越え｣(昭和の森会館)様

修善寺郵便局様
土肥郵便局様
湯ヶ島郵便局様
中伊豆郵便局様

Yショップ 盛田屋八木沢店様
ファミリーマート　土肥金山様
東京ラスク伊豆ファクトリー様
NPO法人えーる様
グリーンヒル土肥様
ありがとう様

修善寺駅での募金活動

10月1日から
赤い羽根共同募金運動が始まりました!!

平成26年度赤い羽根共同募金運動

スーパーカドイケ中伊豆店の募金活動

◆公民館トイレ改修（和式から洋式へ）
　本柿木ふれあいサロン
　月ヶ瀬ふれあいサロン
　雲金ふれあいサロン
　横天サロン

Ｎ
Ｅ
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こども広場　いず開催します!!

日　　時：平成 26 年 12 月 7日日 10：00 ～ 15：00
会　　場：中伊豆保健福祉センター・ふれあいプラザ
　　　　　（伊豆市八幡 33‐1）
対 象 者：地域の方ならどなたでもご参加いただけます。
参 加 費：無料
協力団体：伊豆こどもミュージアム／静岡グッド･トイ委員会／
　　　　　子育て応援グループ「たっち」／人形劇団ぽんぽこ座　
問合せ先：伊豆市社会福祉協議会　℡：0558-83-3013

in

「地域のこどもは地域で支えよう」

／

子育て中の親子はもちろん、地域の方ならどなたでも！！子どもも大人も一緒に楽しみましょう！！

♪木のおもちゃで遊んで木のぬくもりをたっぷり楽しもう
♪子どもと大人の「遊び力」を育むグッドトイを体験しよう
♪親子で体操（事前予約あり）―子どもの運動能力を伸ばす
　ヒントが見つかるかも
♪お客さんも一緒に声を出そう！参加型人形劇でわくわく
♪親子で簡単な工作にチャレンジ

第２回子育て支援ボランティア養成講座開催します

「地域の子育て応援団募集」
開催日時：平成 26年 11 月 27 日（木）9：30 ～ 11：30
会　　場：城山活動支援センター（伊豆市本立野 531-1）
対　　象：伊豆市内の子育てに関するボランティア活動に興味のある方
内　　容：・乳幼児に対する応急処置
　　　　　・子どもが喜ぶ手遊び
持 ち 物：筆記用具
申込締切：平成 26年 11 月 20 日（木）
申 込 先：〒 410-2505
　　　　　社会福祉法人伊豆市社会福祉協議会
　　　　　電話　0558-83-3013

☆地域の子育て支援に興味のある方、現在子育

て支援ボランティアとして活躍中の方、今はま

だできないけどいつかやってみたい！という方、

是非ご参加下さい。

☆託児中のトラブルを想定した応急処置や、託

児中、お子さんにニコッと笑ってもらえるよう

な手遊びなどを一緒に学んでみませんか？
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平成26年度社会福祉協議会 特別会費を
いただきましてありがとうございました!!

修善寺 修善寺温泉旅館協同組合(修善寺) (福)信愛会特別養護老人ホーム土肥ホーム(小土肥) (有)ウイングスグループホームほほえみ(市山)

(株)飯田産業工作所(牧之郷) マルサン薬局(柏久保) (有)勝呂工務店(土肥) (株)グランバー(市山)

(株)飯田工業(牧之郷) 青山内科クリニック(加殿) 天城湯ヶ島 医療法人全心会伊豆慶友病院(月ケ瀬)

(財)日本サイクルスポーツセンター(大野) あきつフルール(柏久保) 小泉建設（株）(宿) 土屋モータース(湯ケ島)

(有)太田建設(大野) うさぎ薬局(小立野) 弘道寺(宿) (福)愛誠会 特別養護老人ホーム 天城の杜(湯ケ島)
(福)春風会伊豆中央ケアセンター(大野) (株)鈴誠(加殿) (有)マルウわさび郷(宿) 松ヶ瀬振興会(松ヶ瀬)

(株)加殿木工(加殿) 小野自動車（株）(瓜生野) 丸岩安藤わさび店(宿) 中伊豆
すずき耳鼻咽喉科小児科(柏久保) (株)ル・グラン(修善寺) 日本バプテスト連盟天城山荘(茅野) (有)伊豆合金(下白岩)

(有)伊藤金属総業(柏久保) 松葉茶屋(修善寺) 浄蓮の滝協業組合(茅野) (株)ナカイズ(上白岩)

(有)磯商事(柏久保) 土肥 むつわ建設（株）(西平) 大見管工(上白岩)

(有)宮沢薬局(柏久保) 大木乳業(株)(土肥) (有)天城商会(西平) (有)こうの(城)

(有)会津屋商店(柏久保) (株)オザワ(土肥) (有)いづみ物産(西平) (有)小出商会(関野)

(株)寺山自動車(柏久保) 安楽寺(土肥) 持越報徳社(持越) スルガ銀行(株)中伊豆支店(八幡)

セブンイレブン修善寺駅東店(柏久保) 伊豆工業(株)(土肥) (有)橋本水産(市山) ＪＡ伊豆の国八幡支店(八幡)

修善寺クリニック(柏久保) (有)土肥環境整美(土肥) 植松リビング産業（株）(月ケ瀬) (有)杉山石油(八幡)

(株)イズケン(柏久保) (株)静岡銀行土肥支店(土肥) 今井建設(株)(月ケ瀬) いそや精肉店(八幡)

(株)不二商事(柏久保) 青木興業(株)(土肥) (株)フジトク産業(月ケ瀬) 伊豆平管理事務所(八幡)

(有)長倉スポーツ(熊坂) (株)石黒工務店(土肥) 月ヶ瀬梅生産組合組合(月ケ瀬) (株)佐々木組(徳永)

中豆建設(株)(熊坂) 伊豆土肥交通(株)(土肥) (有)澤木建設(矢熊) (宗)世界真光文明教団(冷川)

(有)中豆製作所(熊坂) (有)鈴木管工(土肥) 上船原振興会(上船原) (有)伊豆美屋わさび店(原保)

(株)古藤田商店(瓜生野) 宗教法人清雲寺(土肥) (有)鈴和製作所(下船原) 伊豆ゴルフ倶楽部(地蔵堂)

(株)モガワ(瓜生野) (株)髙島(土肥) (株)ナカハラ(下船原) 日本エスエルシー(株)中伊豆支所(筏場)

伊豆木器(株)(瓜生野) (有)春山電気(土肥) (有)仲原商事(下船原) 佐藤建設(戸倉野)

(有)塩谷商店(本立野) (有)渡辺書店(土肥) 下船原振興会(下船原) (有)原田薬局(関野)

森トラスト・ホテルズ＆リゾーツ(株)(大平) 土肥マリン観光(株)(土肥) (有)津田生花(青羽根) 株式会社トップ伊豆営業所(八幡)
(株)グリーン土木(大平) (有)永岡工務店(八木沢) (有)モリシマ工務店(青羽根) (福)あやめ会特別養護老人ホーム中伊豆(八幡)

(有)修善寺ダイハツ販売所(修善寺) (有)永岡モータース(八木沢) 鈴木金物店(青羽根) (福)農協共済中伊豆リハビリテーションセンター(冷川)

(有)上田タイヤ(修善寺) グリーンヒル土肥(土肥) 山翠(青羽根) あぜみち(原保)

(有)竹村電気工業所(修善寺) さくら(土肥) 本柿木下組振興会会長竹島丈雄(本柿木) 平井自動車工業(原保)

大伊豆産業(株)(修善寺) 高石電気(土肥) (有)稲村工務店(本柿木) 中伊豆自動車(柳瀬)

(有)ユーアイ企画設計(修善寺) （株）ビーイズム土肥アクアセンター(八木沢) 大平柿木報徳社(大平柿木) (有)ケイ・アイサービス（川善）(関野)

(有)修善寺印刷所(修善寺) マル明魚安八木沢店(八木沢) 雲金振興会(雲金) (有)高惣(筏場)

[敬称略／順不同]特別会員の皆様【年額2,000円以上】

特別会費
法人・事業所・団体等

124事業所 549,500円
年額 2,000円以上

平成26年10月1日現在

法 人 商 店事 業 所 団 の体 皆等 様・ ・ ・
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各支所より
修善寺支所

伊豆市社協訪問介護事業所

天城湯ヶ島支所

いきいきくらぶ

土肥支所

といっこくらぶ

中伊豆支所

ふれあい居宅介護支援事業所

　「いきいきくらぶ」は、要支援・要介護の認定を受けて
いない65歳以上の方を対象に、生きがいづくり・健康づ
くりの事業をしています。
　９月９・１０・１１日と、いきいきくらぶで敬老会を

開催しました。歌、踊り、
ハーモニカ、手品などを
披露してくれた人もい
れば、輪投げなどゲーム
に精を出す人もいまし

た。中には、職員の披露した手品のしかけを見破ろうと、
前のめりになって見る人も…。最後は、きよしのズンド
コ節！皆で鳴子を振って、手足を動かして踊りました。
締めの掛け声は皆で合わせて元気よく、「ヤァ！！」
　演芸はそれぞれの曜日の個性が出ていましたが、ど
の曜日の利用者さんも楽しそうに、笑顔を浮かべていま
した。また来年も、皆さんが
笑顔になれるような敬老会
が開催できたらうれしいで
す。皆さん、元気でお過ごし
ください。

　社協訪問介護のホームヘルパーは、城
山活動支援センターに事務所を置き現
在13名おります。明るく頼りがいのある
ホームヘルパーが、介護を必要とされる
方がご自分の住み慣れた家で生活を続け
るためのお手伝いをさせていただきま
す。これからも、皆様とのご縁を大切に活
動していきます。皆さまのご利用をお待
ちしております。

　平成２２年の開設当初はわずか２名の利
用でしたが、５年目となる今年度は長期休
暇も含めてなんと３０名！もの児童が利用
しています。夏休み期間中は、アルバイトの
高校生と一緒に毎日元気一杯に過ごしてい
ました。また、先日は津波避難訓練も行う
等、海のある土肥ならではの特徴もありま
す。
　といっこくらぶでは、現在指導員を募集
しています。興味のある方は社協まで問い
合わせをお待ちしております。

　居宅介護支援事業所とは、介護支援専門
員（ケアマネージャー）が介護に関する様々
なご相談に応じる「介護の相談窓口」です。
　「介護が必要になったが、どうしたらよい
かわからない」「高齢でのひとり暮らしが心
配」など、介護についての疑問や困りごとな
どがありましたらお気軽にご相談くださ
い。６名のケアマネージャーが分かりやす
く対応させていただきます。
ふれあいプラザ（中伊豆保健福祉センター）内

ＴＥＬ：８３－４５６５
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サービス
提供

訪問
相談

サービス
提供依頼

協力
会員

伊豆市社会福祉協議会

おたがいさまサービス

協力会員
サービス提供に協
力してくださるボ
ランティアの方

利用会員
高齢者・障害をもって
いる方・産前、産後の母
親など、誰かの手助けを
必要とする状態の方

利用希望・会員登録

持 ち 物　　筆記用具
プログラム
　�◆オリエンテーション　◆ボランティア活動について　◆市内の関係サービスの実
情に関する講義　◆利用者特性と接し方に関する講義　◆おたがいさまサービスに
ついて
申込み締切　　平成２６年１１月１4日（金）
連絡申込先　　伊豆市社会福祉協議会　０５５８－８３－３０１３

皆さまのご参加をお待ちしております。
　おたがいさまサ－ビス（住民参加型在宅福祉
サービス）は地域住民の助け合い活動です。平
成２３年度よりスタートしました。ボランティ
アの協力で実施されている事業ですので、一人
でも多くの方に事業に理解をしていただき、共
に誰もが安心して暮らせる地域福祉づくりを進
めていきましょう。
　関心のある方は、ご連絡お待ちしております。

おたがいさまサービス
－ボランティア養成講座開催します－

(伊豆市本立野531-1)

平成26年11月20日(木)
時間　9：30～12：00
会場　城山活動支援センター

　『誰か手伝ってくれ
れば助かるんだけど』
という利用会員に対し
て『困っていることが
あれば手伝いますよ』
という協力会員が誰も
ができるちょっとした
サービスを提供する、
たすけあいの精神に基
づいた会員のサービス
です。
　誰もが生まれ育った
伊豆市で一生、安心し
て暮らせるようにこの
サービスを始めました。

おたがいさま
サービスって何？

災害ボランティアセンター
立上訓練  を実施しました！

　災害ボランティアセンターとは、 被災地域に臨
時に設置される民営のボランティアセンターで、
全国から駆けつけてくださるボランティアの皆さ
まの力と、 被災した住民の方々が必要とする支援
を結びつける役割を担います。 今年度は災害ボラ
ンティア登録者向けの立上訓練と修善寺・土肥・天
城・ 中伊豆の4会場での立上訓練を実施しました。
災害ボランティア登録者の立上訓練は、7/19（土）
参加者38人で災害ボランティアセンターの業務を
実際に配置し内容の検討や課題の抽出等、 災害時
に稼働できる体制を整えるための第一歩となる訓
練でした。
　8/30、9/6に4会場で実施しました立上訓練には合
計146名の参加があり災害時、「地域住民」として担っ
ていただきたい役割や、災害ボランティアセンター
を知るよいきっかけづくりになったと思います。
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生活支援員だより

中伊豆地区

山下　寛子

No. ３１

福祉サービスの利用に関する相談に応じサービスの
選択や契約を支援し、料金の支払いや日常の金銭管理
等のお手伝いをする事業です。

日 常 生 活
自立支援事業

福祉総合相談事業・専門相談日程
司法書士による無料相談（毎月開催）

●担当：司法書士
●内容： 悪徳商法、消費者金融、身近な契約トラブ

ルや、財産管理、成年後見に関する相談な
ど

●人数：４名まで

●担当：税理士
●内容： 相続、確定申告、年金、医療費や住宅ロー

ンの控除、 家や土地の購入や売却方法に
ついて等

●人数：４名まで

税務相談（奇数月）

し　あ　わ　せ
そ　う　だ　ん

☆事前予約をお願いします。

本所（中伊豆）　☎ 0558-83-3013
または☎ 0558-83-4450

予約受付・お問い合せ社協本所

専門相談日程

期　　日 司法
書士 税務 場　　所 時 間

11月11日㈫ 〇 〇 伊豆市土肥支所

9:30

～

11:30
（予約制）

12月9日㈫ 〇 中伊豆保健福祉センタ－

1月20日㈫ 〇 〇 城山活動支援センター

2月10日㈫ 〇 伊豆市土肥支所

3月10日㈫ 〇 ― 天城保健福祉センター

支援員の活動を始めて２年９ヶ月。週１回の訪問をしています
が、いろいろ学ぶことが一杯です。利用者さんやスタッフの方々
との交流の中で戸惑う事も多々ありますが、問題解決できた時の
利用者さんの嬉しそうな姿を見た時の安堵感は格別なものです。

（これからも続けていけたらと思います。）

　伊豆市社会福祉協議会では、新規運転ボラン
ティア講習会の参加者を募集しています。
　車いすを利用している方の外出支援をしてい
ただく、福祉車両の運転ボランティアです。
　車両やボランティアが必要な住民のために、
運転ボランティアとして活躍してみませんか？

　「ボランティアをやってみたいけど、どう
したら良いか分からない」、「興味はあるけ
ど、何をすれば良いか分からない」といった
声を活かす為、ボランティアへの参加、活動
の第１歩となる入門講座を開催します。
　なかなか時間が取れないという方に
は、 空いた時間で出来る
ちょっとしたボランティ
ア、「 ちょいボラ」なども
あります。 いっしょにボ
ランティアをはじめてみ
ませんか？

日　時　１２月４日（木）９：３０～１１：３０
場　所　城山活動支援センター
対　象　ボランティアに興味のある方
内　容　⑴ ボランティアについて
　　　　⑵  伊豆市のボランティア活動・団

体等について
　　　　⑶  ボランティア活動保険について
　　　　⑷ その他参加者が知りたい事など
参加費　無料
問合せ　伊豆市社協本所、各支所まで

日 時：11月18日㈫　13：30～15：30
場 所：中伊豆保健福祉センター
参加者： ボランティアに興味があり、自動車

運転経験3年以上の方
持ち物：運転免許証
申込み締切：11月7日㈮

申込み・問い合わせ先：
伊豆市社会福祉協議会
電話８３－３０１３

移送サービス
「
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
」 

は
じ
め
て
み
ま
せ
ん
か
？
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感謝のページ

平成２６年８月１日～平成２６年９月３０日

◆寄付金◆
・(株)ＪＡメモリアルセンター
・瓜島信行
・スペイン料理 るび～な
・中伊豆グリーンクラブ （順不同、敬称略）

→
 自
分
の
町

をよ
くするク

ー
ポ
ン
 →

Akaihane Kyoudou
 Bo

kin
「じぶんの町を良くするクーポン」はじぶんの町のお店を元気にするにも役に立ち、お客さんにとっ
てもお得なクーポンを使って食事が楽しめる双方にお得なクーポンです。
掲載されているお店は共同募金運動に賛同・協力していているお店です。お店にも募金箱を設置し
ていただいておりますのでご協力をお願いします。

→
 自
分
の
町

をよ
くするク

ー
ポ
ン
 →

Akaihane Kyoudou
 Bo

kin

県道 12 号修善寺伊東線沿いを修善寺方面から進んでいき、中伊
豆小学校を通り越したすぐ左にあるケーズキッチンは気軽に楽し
めるカジュアルイタリアンのお店です。メニューはどれもが気軽
に楽しめるものばかりで、リーズナブルな値段設定も魅力の一つ
です。中でもハーフ＆ハーフランチは、コダワリのパスタと手ご
ねハンバーグが同時に楽しめるオススメの一品です。（パンまた
はライス、ドリンク、サラダ付１, ０００円）他にも自家製ピザ
や肉料理など様々なメニューがあるのでランチだけでなくディ
ナーを楽しむのもオススメ！
それぞれのスタイルでイタリアンをお楽しみください★

　中伊豆は八幡、六仙の里に向かう坂道途中、「ふれあいプラザ」の前
の道を進んでいき階段をのぼるとスペイン料理　るび～ながあります。
店内は明るく、高い位置にあるので景色を楽しめるのもお店のウリで
す★メニューはほかでは食べることのできないコダワリのスペイン料
理。パエリア・コカ（スペイン風のピザ）パスタなどどれもが主役と
なるメニューがそろっています。ランチタイムはお得なセットメニュー
が９８０円から楽しめます。中でもパエリアセットはサラダ・スペイ
ンオムレツ・コーヒーがついて１，５００円（２名より承ります）とリー
ズナブルに楽しめるのでシェアして食べるのがオススメ★ディナータ
イムはこれまた豊富なおつまみのやコース料理もオススメです★

★気軽に楽しめるカジュアルイタリアン★

★スペイン料理が楽しめるお店★

ケーズキッチン

スペイン料理 るび～な

住 �伊豆市八幡187-1コーポサトウ１階☎ 090-9266-4231

☎ 0558-83-3363 住 �伊豆市八幡928-6

営 11:00～14:00(ランチ）　17:00～21:00(ラストオーダー)

営 11:30～14:00(ランチ）　17:00～21:00(ディナー)

休水・第１・３木曜日 駐あり

休月曜日･火曜日 駐あり

MENU
パスタランチ	 880円
ハンバーグランチ	 880円
ハーフ＆ハーフランチ	 1,000円
煮込みハンバーグランチ	 1,000円
ステーキ丼ランチ	 1,000円

▲魚介類を豊富に使ったパエリア

▲ハーフ＆ハーフランチ（1,000円）

MENU
豚串焼きモロッコ風	 850円
イカのローマ風天ぷら	 850円
ほうれん草とガルバンソのオリーブ風味	 700円
アホ（にんにく）のスープ	 500円
ムール貝のドレッシング	 800円
野菜サラダ	 750円		etc...

ハーフ＆ハーフランチ
煮込みハンバーグランチ

50円引き‼

→
 自
分
の
町

をよ
くするク

ー
ポ
ン
 →

Akaihane Kyoudou
 Bo

kin

パエリアセット（サラダ・スペインオムレツ・
デザートorコーヒー付）

パスタセット
（お好みのパスタ・サラダ・コーヒー付）

2人前～100円引き‼

900円‼

平成26年度
社会福祉協議会一般会費報告

[中伊豆地区]
パールタウン自治会 20戸 ¥10,000

平成26年10月1日現在
一般会費【1世帯500円】 8,977戸 ¥4,682,000
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