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今年度は伊豆市内 3 団体への助成が決定しました

募金箱設置協力店（募金箱・ポスターの掲示等）

10月1日（木）に修善寺駅前、マックスバリュ修善寺店前、マックスバリュ修善寺駅前店前、マックス

バリュエキスプレス天城湯ヶ島店、スーパーアオキ土肥店前にて、10月5日（月）にはスーパーカド

イケ中伊豆店前にて、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

マックスバリュ 修善寺店様
マックスバリュ 修善寺駅前店様
マックスバリュエキスプレス天城
湯ヶ島店様
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
えーる様
グリーンヒル土肥様
ありがとう様

10月1日から
赤い羽根共同募金運動が始まりました!!

◀マックスバリュ修善寺店での募金活動

◆公民館トイレ改修
　（和式から洋式へ）
　サロン大平

◆サロン備品の購入
　 田沢ふれあいサロン
　（高齢者サロン用低椅子整備）
　 サロン大下半経寺
　 （高齢者サロン用テーブル整

備、高齢者サロン用椅子整備）

スーパーカドイケ中伊豆店での募金活動

「地域ふれあい支え合い事業」の助成が決定しました！

平成27年度赤い羽根共同募金運動
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《お問合せ先》  伊豆市社会福祉協議会
TEL　０５５８－８３－３０１３　 FAX　０５５８－７５－７２００

〒４１０－２５０５　伊豆市八幡３３－１

手作り体験コーナー 伝承遊びコーナー 食べるコーナー

紙コップロケット、クリスマスカード、牛
乳パックを使ったびっくりシアター、コマ
など身近なものを使って作ってみよう 昔からある遊びにチャレンジ★

パン、おにぎりの販売
※販売は 12:00 まで

つみきのコーナー グッドトイのコーナー 人形劇 (ぽんぽこ座）木のおもちゃコーナー

シーソー、木馬、玉ころがし
など木のぬくもりがたっぷり
な素敵なおもちゃでいっぱい
遊ぼう

東京おもちゃ博物館からやっ
てくる！！
2015 年認定グッドトイの紹介

10:30 ～ 11:00　
２０周年記念公演

「おむすびころりん」
幾何学模様で遊ぼう！！
カプラもあるよ

こども広場 inいず
12/6日 10:00～15:00時

間

～地域のこどもは地域で支えよう～
中伊豆保健福祉センター（伊豆市八幡33-1）

託児ボランティア養成講座開催します！！

★伊豆市内の子どもと関わるボランティア活動に興味のある方、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。

★お子さんにニコッとわらってもらえるような手遊びや読み聞かせを一緒に学んでみませんか？

日　　時　　平成２７年１１月３０日（月）9：30～ 11：30
会　　場　　中伊豆保健福祉センター（伊豆市八幡33-1）
内　　容　　・子どもの心をつかむ絵本の読み聞かせ
　　　　　　・子どもが喜ぶ手遊び歌
問合せ先　伊豆市社会福祉協議会　℡：0558-83-3013
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平成27年度社会福祉協議会 特別会員と
なって頂きありがとうございました!!

修善寺 マルサン薬局(柏久保) 弘道寺(湯ケ島) 医療法人全心会伊豆慶友病院(月ケ瀬)
(株)飯田産業工作所(牧之郷) あきつフルール(柏久保) (有)八百信商店(湯ケ島) (福)愛誠会 特別養護老人ホーム 天城の杜(湯ケ島)
(財)日本サイクルスポーツセンター(大野) うさぎ薬局(小立野) 丸岩安藤わさび店(湯ケ島) 山田商会(青羽根)
(有)太田建設(大野) (株)ル・グラン(修善寺) 浄蓮の滝協業組合(湯ケ島) 狩野自動車(有)(湯ケ島)
(福)春風会伊豆中央ケアセンター(大野) 松葉茶屋(修善寺) (有)鍋島商店(湯ケ島) 中伊豆
(株)加殿木工(加殿) 土肥 むつわ建設（株）(湯ケ島) (有)伊豆合金(下白岩)
すずき耳鼻咽喉科小児科(柏久保) (株)オザワ(土肥) 原田建設（株）(持越) (株)ナカイズ(上白岩)
(有)伊藤金属総業(柏久保) 安楽寺(土肥) 持越報徳社(持越) 大見管工(上白岩)
(有)磯商事(柏久保) 伊豆工業(株)(土肥) (有)橋本水産(市山) ＪＡ静岡厚生連ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ中伊豆温泉病院(上白岩)
(有)宮沢薬局(柏久保) (有)大川(土肥) 正木商会(門野原) (有)こうの(城)
(有)会津屋商店(柏久保) (有)土肥環境整美(土肥) 植松リビング産業（株）(月ケ瀬) 三島信用金庫中伊豆支店(城)
(株)寺山自動車(柏久保) (株)静岡銀行土肥支店(土肥) 今井建設(株)(月ケ瀬) ＪＡ伊豆の国八幡支店(八幡)
修善寺クリニック(柏久保) 青木興業(株)(土肥) (株)フジトク産業(月ケ瀬) (有)杉山石油(八幡)
(株)イズケン(柏久保) (株)石黒工務店(土肥) 上船原振興会(上船原) (株)中伊豆運送(八幡)
(株)不二商事(柏久保) 伊豆土肥交通(株)(土肥) (有)鈴和製作所(下船原) 伊豆平パールタウン管理事務所(八幡)
(有)長倉スポーツ(熊坂) (有)鈴木管工(土肥) (有)ヤマモトフードセンター(下船原) 今野医院(八幡)
中豆建設(株)(熊坂) (株)髙島(土肥) (有)仲原商事(下船原) (株)佐々木組(徳永)
(有)中豆製作所(熊坂) (有)春山電気(土肥) 下船原振興会(下船原) (宗)世界真光文明教団(冷川)
(株)古藤田商店(瓜生野) (有)渡辺書店(土肥) （株）鈴木組(青羽根) (株)クリエイトL&S 中伊豆グリーンクラブ(冷川)
(株)モガワ(瓜生野) 土肥マリン観光(株)(土肥) (有)津田生花(青羽根) (有)伊豆美屋わさび店(原保)
伊豆木器(株)(瓜生野) (有)永岡工務店(八木沢) (有)モリシマ工務店(青羽根) 伊豆ハイツゴルフ倶楽部(地蔵堂)
森トラスト・ホテルズ＆リゾーツ(株)
ラ・フォーレ修善寺(大平) (有)永岡モータース(八木沢) 鈴木金物店(青羽根) 日本エスエルシー(株)中伊豆支所(筏場)
(株)グリーン土木(大平) さくら(土肥) 山翠(青羽根) 佐藤建設(戸倉野)
(有)修善寺ダイハツ販売所(修善寺) 手作りパンの店Ｆｉｎｅ(土肥) (有)稲村工務店(本柿木) 保険の大野(八幡)
(有)上田タイヤ(修善寺) （有）高橋商店(土肥) 大平柿木報徳社(大平柿木) (福)あやめ会特別養護老人ホーム中伊豆(八幡)
大伊豆産業(株)(修善寺) マル明魚安八木沢店(八木沢) (有)下山養魚場(大平柿木) (福)農協共済中伊豆リハビリテーションセンター(冷川)
(有)ユーアイ企画設計(修善寺) (福)信愛会特別養護老人ホーム土肥ホーム(小土肥) 松ヶ瀬振興会(松ケ瀬) あぜみち(原保)
東京プロパン(有）(修善寺) 天城湯ヶ島 雲金振興会(雲金) 小笠原建設㈱(姫之湯)
(有)修善寺印刷所(修善寺) 小泉建設（株）(湯ケ島) (有)ウイングスグループホームほほえみ(市山) 平井自動車工業(原保)
修善寺温泉旅館協同組合(修善寺) （有）スズキヤ(湯ケ島) (株)グランバー(八幡) 平井板金(有)(原保)

[敬称略／順不同]特別会員の皆様

特別会費
法人・事業所・団体等

115事業所 495,000円
年額 2,000円以上

平成27年10月1日現在

法人・事業所・商店・団体等の皆様
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伊豆市災害
ボランティアセンター立上訓練
各地区で開催しております！！
　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。
　10月3日（土）午前中伊豆、午後修善寺にて災害ボランティアセンター
立上訓練を開催しました。
　当日は61名の参加（中伊豆24名・修善寺37名）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。

～もしもの時、 地域で復興の力を～
　　災害ボランティア登録制度

１．登録が可能な方  心身ともに健康な個人及び団体

２．登録の流れ

　①社協窓口にて災害ボランティア登録用紙（個人及び団体用）に必要事項を記入
　　し提出。
　②社協より登録証を発行します。

３．活動内容

　・災害ボランティアセンターでの受付業務・ニーズ調査の同行
　・ボランティアの送迎車両の運転等（土地勘を活かした活動）
　　※災害時にはメールや FAX 等で支援要請をさせていただきます
　　※各種登録用紙は社協窓口にて及びホームページからもダウンロードできます。
　　　（URL:http://izushakyo.com/saigaivc/vcenter.html)

４．登録者研修会

    登録者を対象とした研修や意見交換会を開催します。

地震や水害など災害が発生し被害が多く出た場合、災害ボランティアセンターが立ち上がります。

災害ボランティアセンターの運営に協力していただけるボランティアを募集します。

伊豆市災害ボランティアセンター災害ボランティア登録者を募集します。

土肥・天城にて立上訓練を実施します。

11月7日土 天城会場　　９：３０～　天城保健福祉センター
土肥会場　１４：００～　伊豆市役所土肥支所

訓練参加者募集 !!
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各支所より
修善寺支所

ボランティア

天城湯ヶ島支所

あいさつ運動実施しています！

土肥支所

といっこくらぶ

中伊豆支所

ふれあいサロン頑張っています!!!

　湯ヶ島・月ヶ
瀬・狩野地域福祉
委員会では毎月第
1月曜日を「あい
さつ運動の日」と
して子どもの見
守り・声かけを目
的にあいさつ運動
を実施しておりま
す。9月のあいさつ
運動はそれぞれ委
員全員が1箇所で
地域にあいさつ運
動をPRするため街

頭でのPR活動を行いまし
た。あいにくの雨でしたが
地域における周知活動の
第１歩となりました。

　9月11日(金)に、修善寺地区ボランティ
ア連絡協議会の交流会を行いました。島田
市から講師を招き、“ちょこっとレクリエー
ション”を43名のボランティアさんで学

びました。身
近な曲に合わ
せて体操をし
たり、歌詞を
修善寺にちな
んだものに替
えて歌ったり

と、楽しい時間を過ごしました。
　 今 日 の「 笑
顔」を忘れずに
ボランティア
活動をしてい
きたいと決意
を胸に、交流会
を締めくくり
ました。

　といっこも
お陰様で6年生
です。5年前は
2名だった利用
者も16名とな
り、とても賑や
かになりました。今年も夏休み期間中には
30名もの利用があり、アルバイトの高校生
と一緒に毎日元気一杯に過ごしました。ま
た、交通安全教室の実施や９月には海のあ
る土肥ならではの、津波を想定した避難訓
練も行いました。

　参加者が一緒
になりふれあい
活動を通じて、
住民同士の結び
つき・地域ぐる
みの支え合いを
深めるよう中伊

豆地区でも５箇所（小川・パールタウン・姫
之湯・冷川持越・冷川向郷）のサロンが活動
をしております。
　サロンを始めてみたい地区がありまし
たら、社協
までご連絡
下さい。社
協と共に地
域を盛り上
げていきま
しょう。
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生活支援員だより

修善寺地区

大木紀雄

No. ３７

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

専門相談日程

期　　日 司法
書士 税務 場　　所 時 間

11月10日㈫ 〇 〇 天城保健福祉センター

9：30
～

11：30

12月8日㈫ 〇 城山活動支援センター

1月19日㈫ 〇 〇 中伊豆保健福祉センタ－

2月9日㈫ 〇 天城保健福祉センター

3月8日㈫ 〇 ― 伊豆市土肥支所

☆事前予約をお願いします。
予約受付・お問い合せ
☆本所　83-3013

　生活支援員になって7年になります。
　現在2人の方を月2回訪問しています。
　何も出来ないのですが、話を聞いてあげ日常会話
を話しています。
　元気で過ごしていますとホッとします。次回の訪
問を約束してきます。

こころの病についての理解を深め、誰もが皆、安心して少しでも穏やかな生活
を送れるように「こころ」について学んでみませんか？

演　　題： 「どうしたら伝わるか～良い関係を築くための会話法」
講　　師：エムオーエー奥熱海クリニック　院長　佐久間哲也氏
開催日時：平成２７年１１月１０日（火）　　１４：００～１６：００
会　　場：城山活動支援センター（伊豆市本立野５３１－１）
持 ち 物：筆記用具
問合せ先：事務局　伊豆市社会福祉協議会（８３）３０１３

開 所 日：平成２７年１１月１０日（火）　１２月　８日（火）
　　　　　平成２８年　１月１２日（火）　２月　９日（火）　３月　８日（火）
開所時間：１０：３０～１３：００　※時間内ならいつ来てもＯＫ！
会　　場：城山活動支援センター（伊豆市本立野５３１－１）
　　　　　※参加費無料、申し込みの必要はありません。当日、会場へ直接お越しください。
問合せ先：事務局　伊豆市社会福祉協議会（８３）３０１３

こころの病気は誰でもなりうる病気です。

「きららのつどい」もやっています。
きららのメンバーと一緒に癒しの時間を過ごしましょう。お気軽にお越しください。
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　「Hair Lounge Credo（クレド）」は、10 月 1 日、伊豆市役所本
庁前に新しい店舗でリニューアルオープンしました。開放的な
雰囲気の店内は車イスや身体の不自由な方でも安心して利用で
きるユニバーサルデザインとなっております。
　クレドでは、お客様おひとりおひとりに丁寧なカウンセリン
グと丁寧な技術、そしてお客様の気持ちになって接客をすると
いう事を常に心がけております。カラー・カット・パーマだ
けでなくヘッドスパや炭酸スパなどもリフレッシュできるメ
ニューもおすすめです★
年末年始のご予約はお早めにお願い致します。

（順不同、敬称略）

◆寄付金◆
・㈱ＪＡメモリアルセンター
・中伊豆グリーンクラブ

◆寄付物品◆
・退職公務員連盟田方支部
  （タオル）

平成27年8月1日～
平成27年9月30日

感謝の
ページ
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平成 27年度　社会福祉協議会特別会費報告 【敬称略／順不同】

平成27年10月1日現在　一般会費【1世帯500円】 9,334戸 ¥4,667,000

[修善寺地区] 瓜生野区 119戸 ¥59,500
牧之郷区 525戸 ¥262,500

「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のにも役に立ち、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。
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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。
魚介類を豊富に使った定番メニューのパエリア・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
もパスタセットはお好きなパスタにサラダ・コーヒーがついて９８０円
とリーズナブルに楽しめるのでその日の気分で店主のコダワリのパスタ
をチョイスして楽しめるオススメのメニューです★ディナータイムはこ
れまた豊富なおつまみやコース料理でお酒を楽しむのもオススメです★

★さまざまなコダワリ料理が楽しめるお店★

★市役所本庁前に移転リニューアルオープン★

スペイン料理 るび～な

Hair Lounge Credo

住 �伊豆市八幡928-6☎ 0558-83-3363
営 11:30～14:00(ランチ）　17:00～21:00(ディナー)
休月曜日・火曜日 駐あり

☎ 0558-72-0515
住 �伊豆市小立野42-1
営 9：00～19：00�(金曜日のみ9：00～22：00）

休月曜日 駐あり

選べるパスタメニュー
るびーな風パスタ 1,000円
海の幸のクリームソース 1,200円
ボンゴレるびーな風 900円
 etc...

▲パスタセット(写真：るびーな風パスタ）980円

▲定番！パエリア ▲自家製サングリア（￥500）

◆カット（シャンプー・ブロー込）
一般 ￥4,860 →￥3,888
中・高校生 ￥3,780 →￥3,024
小学生 ￥3,240 →￥2,592
お子様 ￥2,160 →￥1,728

◆その他
パーマ＆カット ￥10,260～ →￥8,208～
縮毛矯正＆カット ￥15,660～ →￥12,528～
炭酸スパ　　　　　　　all menu+￥1,000→￥800
ヘッドスパ (45分～) ￥5,400～→￥4,320

◆カラー（シャンプー・ブロー込）
カラー ￥6,480～→￥5,184～　　カラー＆カット　　￥10,260～→￥8,208～

パスタセット
（お好みのパスタ・サラダ・コーヒー付）

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）　※２名より承ります

￥980→￥900！！

￥1500→￥100引き！！

◆ランチライムクーポン～13：00まで◆

※クーポン有効期限2016/3/31迄
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初回のお客様
すべてのメニュー

２０％ＯＦＦ！！
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