
伊豆市社協だより伊豆市社協だより 第第9900号号 令和2年令和2年
11月１日発行11月１日発行

contents
◦ 特別会費報告
◦ こども広場 in いず
◦ 相談会・公開講座　etc

発行/社会福祉法人 伊豆市社会福祉協議会　〒410-2505　静岡県伊豆市八幡33-1
TEL/0558-83-3013　FAX/0558-75-7200　http://izushakyo.com/

～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～

赤い羽根共同募金運動が
スタートしました！！



１０月１日、赤い羽根共同募金運動がスタートしました。

本年度は新型コロナウイルスの感染拡大防止の為、 いつも

通りの運動が困難となっており、 街頭でのＰＲについても

４か所での実施となりました。フレンドワークかざぐるま、

えーるの皆さまが募金ボランティアとして伊豆市共同募金

委員会運営委員ととも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。

今年度は共同募金を直接お願いすることが難しくなっておりますが、事業所や市役所、学校等

にも募金箱の設置やポスターの掲示等ご協力いただいています。

また新たな取り組みとしてスマートフォンやパソコンから募金できるネット募金も展開して

おります。

令和２年度

赤い羽根共同募金運動が
スタートしました !!

令和２年度 赤い羽根共同募金のつかいみち
◦伊豆市社会福祉協議会事業費(伊豆市のために使われます）

　助成希望額　￥5,710,000

◦広域目標額（福祉施設・ボランティアへの助成・災害、コロナ対策）
　助成希望額　￥1,090,000

！！
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特別会員の皆様

伊豆市の地域福祉向上の為に、活用させていただきます

修善寺 青山内科クリニック 手作りパンの店Ｆｉｎｅ ㈱サクラ・イズホーム

㈱飯田産業工作所 花やあきつフルール ㈲髙橋商店 ＪＡ静岡厚生連ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ中伊豆温泉病院

㈱飯田工業 うさぎ薬局 土屋商会 ㈲こうの

㈶日本サイクルスポーツセンター 伊豆トヨタ㈲ マル明魚安八木沢店 三島信用金庫中伊豆支店

㈲太田建設 小野自動車㈱ 天城 ㈲小出商会

(福)春風会伊豆中央ケアセンター ㈱ル・グラン 弘道寺 ＪＡ伊豆の国八幡支店

㈱加殿木工 堀越動物病院 丸岩安藤わさび店 ㈲杉山石油

すずき耳鼻咽喉科小児科 石井歯科医院 浄蓮の滝協業組合 ㈱中伊豆運送

㈲伊藤金属総業 ㈲みずぐち むつわ建設㈱ 梅原土建工業㈱

紀平クリニック ㈱ヤギシタ ㈲天城商会 伊豆平パールタウン管理事務所

㈲磯商事 松葉茶屋 原田建設㈱ 今野医院

㈲宮沢薬局 修善寺接骨院 古郡工業㈱ ㈱佐々木組

㈲会津屋商店 ㈲山竹種苗園 ㈲湯ヶ島電氣 (宗)世界真光文明教団

㈱寺山自動車 伊豆赤十字病院 植松リビング産業㈱ ㈲伊豆美屋わさび店

セブンイレブン修善寺駅東店 アポロメーカー㈱ 今井建設㈱ 伊豆ハイツゴルフクラブ＆レジデンス㈱

修善寺クリニック ほっと治療院 ㈱フジトク産業 日本エスエルシー㈱中伊豆支所

㈱イズケン 菅田商店 上船原振興会 佐藤建設

㈱不二商事 土肥 ㈲鈴和製作所船原工場 保険の大野

㈲長倉スポーツ ㈲オオキ ㈱ナカハラ るびーな

中豆建設㈱ 安楽寺 ㈱鈴木組 (福)あやめ会特別養護老人ホーム中伊豆

㈲中豆製作所 ㈲石川商店 ㈲津田生花 (福)農協共済中伊豆リハビリテーションセンター

㈱古藤田商店 伊豆工業㈱ 本柿木下組振興会 あぜみち

㈱モガワ ㈲土肥環境整美 ㈱飯塚工務店 川口モータース

伊豆木器㈱ ㈱静岡銀行土肥支店 大平柿木報徳社 小笠原建設㈱

宮内歯科医院 青木興業㈱ 一般財団法人松ヶ瀬振興会 中伊豆自動車整備工場

㈱グリーン土木 土屋建設㈱ 医療法人全心会伊豆慶友病院 ㈲ケイ・アイサービス（川善）

㈲修善寺ダイハツ販売所 伊豆土肥交通㈱ (福)愛誠会 特別養護老人ホーム 天城の杜 駿河測地㈱

㈲上田タイヤ ㈲鈴木管工 あさだ生花店 カネイチわさび園

㈲竹村電機工業所 宗教法人清雲寺 山田商会 ㈱山下設備工業

大伊豆産業㈱ ㈱髙島 中伊豆 ㈲協和建設

㈲ユーアイ企画設計 西伊豆プロパン㈲ ㈲伊豆合金 ㈱織茂造園土木 

東京プロパン㈲ ㈲春山電気 ｼﾀﾞｯｸｽ中伊豆ﾜｲﾅﾘﾋﾙｽﾞ㈱中伊豆ﾜｲﾅﾘｰｼｬﾄｰＴ．Ｓ NPO法人えーる

㈲修善寺印刷所 土肥マリン観光㈱ ㈱伊豆中央自動車 一般社団法人　ひだまり

修善寺温泉旅館協同組合 ㈲永岡工務店 ㈱ナカイズ 姫之湯製茶工場

法人・事業所・商店・団体等の皆さま

（順不同・敬称略）

令和2年度伊豆市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!!

特別会費
法人・事業所・団体等

１３２事業所 ￥５５０，０００
年額2,000円以上
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中伊豆保健福祉センター（伊豆市八幡 33-1）六仙の里近く！

いいずず場場ここどどもも広広 in
第11回 いつもとちょっとちがう⁉

1 11 1 //2929日令和２年 10:00～12:00 13:00～15:00及び

コロナ対策をした上での開催になりますので、いつもより縮小、制限をしております。
それでも、できる範囲でじっくりたっぷり遊んでください♪

★人数制限があります（年齢制限はありません）
　午前の部…35名・午後の部…35名

★事前に電話予約が必要です
　申込先…０５５８（８３）３０１３伊豆市社会福祉協議会

★予約が完了した方へハガキを送りますので当日ご持参ください

木のおもちゃコーナー木のおもちゃコーナー
（伊豆こどもミュージアム）（伊豆こどもミュージアム）

グッド・トイのコーナーグッド・トイのコーナー
（静岡グッド・トイ委員会）（静岡グッド・トイ委員会）

高学年向けコーナー高学年向けコーナー
（伊豆こどもミュージアム）（伊豆こどもミュージアム）

子育て支援情報コーナー子育て支援情報コーナー

ボードゲーム・カプラ・
ネフの積み木など
高学年も
楽しめます♪

市内の情報、ご覧ください

【社会福祉法人  伊豆市社会福祉協議会】
TEL：０５５８（８３）３０１３　　FAX：０５５８（７５）７２００お問い合わせ

ぬくもりたっぷり、
木のおもちゃがいっぱい！

問合せ・申込
伊豆市社会福祉協議会　（８３）３０１３

コロナ禍でのボランティア、どんなことに気を付けたらいいのでしょう。
託児ボランティアで基本となること、一緒に学んでみませんか？

日 　 時　１１月２７日（金）１０：００～１１：３０
場 　 所　中伊豆保健福祉センター
内 　 容　（１）コロナ禍での託児ボランティア　どんなことに気を付ける？
　　　　　　（２）０～３歳児の発達と特徴、関わり方について
持 ち 物　筆記用具

申込締切

１１月１３日（金）１１月１３日（金）

託児ボランティア養成講座託児ボランティア養成講座託児ボランティア養成講座託児ボランティア養成講座

おもちゃの広場、
手作りおもちゃ、
木のおもちゃ、
認定グッド・トイで遊ぼう
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8/11（火）
盲導犬の里「富士ハーネス」に行ってきました。

　市内小学生２１名、高校生４名が参加し、誕生してから盲導犬になるまでの生活や訓
練、引退後の生活を学びました。
　参加した子どもたちは「盲導犬のこと
をたくさん学べた 」「自分たちも目が見
えない人が困っていたら助けたい」など
多くの感想が聞けました。身近な福祉の
きっかけとして、今後の学校生活や地域
生活での活躍、期待しています！

8/17（月）
市内中学生を対象に中学生向け福祉体験を実施しました。
　市内中学生１６名、高校生３名が参加し、被災した際の避難所の様子や
避難所生活で起こる問題点、災害ボランティアセンターについて学びま
した。また、災害時に身近なもので代用できるスリッパやスプーンなどの
防災グッズを作りました。
　体験を通して「災害に対して予め備える
ことの大切さがわかった 」「自分にもできる
ことがいろいろあるとわかった 」「家族にも
話したい」などの感想があり、自分のことと
して考える機会にすることができました。

　今年度は感染症の影響もあり、施設での体験実施が難しい状況でした。その為、今年は社協の体験事業に指導者
（リーダー）として運営に関わっています。４名の参加者が小学生、中学生の体験事業に参加し、対象の特性を学ぶ
とともに企画運営の多くに協力いただいています。
　11/29（日）には「こども広場inいず」にも参加しイベントをともに盛り上げていただく予定です。

小学生向け福祉体験　小学生向け福祉体験　～盲導犬の里  富士ハーネスに行こう！～

中学生向け福祉体験　中学生向け福祉体験　「もしも災害が起こったら…中学生の私たちにできることを考えよう！」

高校生福祉体験 in いずし　高校生福祉体験 in いずし　今年度は社協事業でのリーダーとして福祉体験しています

～誰もが安心して暮らせる地域福祉づくり～

「福祉のひとづくり」福祉教育への取り組み
夏休み福祉体験を

実施しました
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令和２年度司法書士による専門相談

成年後見制度、悪質商法、消費者金融、身近な契約トラブル、財産管理などについて
司法書士が無料で相談に応じます。

◦  場　　所：各支所（４ケ所）
◦  日　　時：原則毎月第２火曜日　午前９時３０分～１１時３０分（相談時間は各３０分）
◦  申し込み：事前予約制　伊豆市社会福祉協議会　８３- ３０１３　伊豆市八幡 33-1
専門相談日程
日　　程 場　　所 日　　程 場　　所

１１月１０日㈫ 伊豆市土肥支所 土肥670-2 　２月　９日㈫ 伊豆市土肥支所 土肥670-2
１２月　８日㈫ 中伊豆保健福祉センタ－ 八幡33-1 　３月　９日㈫ 伊豆市天城湯ヶ島支所 湯ヶ島161-1
　１月１２日㈫ 城山活動支援センター 本立野531-1

福祉総合相談事業・専門相談日程福祉総合相談事業・専門相談日程
しあわせそうだん

まずはお気軽にご相談下さい。司法書士が相談に応じます!!

地域福祉委員会地域福祉委員会がんばっていますがんばっています
　土肥地域福祉委員会では、昨年度から防災に
ついて話し合いました。今年度も引き続き防災
について考える機会を設けました。９月７日に
は佐々木防災専門官による防災研修を行いま
した。

土肥地域福祉委員会
　大東地域福祉委員会では最近の災害被害が
大きいことを受け、防災に関する活動を続けて
います。平成30年度はヘルメット、令和元年度
は避難所用ポータブルトイレ・簡易テント・消
臭剤等のセット1式を配付しました。今年度は
昨年配付したトイレの処理セットと非接触型
体温計を配付し、防災訓練での住民への紹介や
体温計の活用をしていただきました。また、市
役所防災安全課防災専門官による、避難所の現
状やコロナ禍の避難等についての講話を聴き、

災害時に自分
でできること
などを再確認
しました。

大東地域福祉委員会

伊豆市精神保健福祉ボランティア きらら伊豆市精神保健福祉ボランティア きらら「ほっとステーションきらら」「ほっとステーションきらら」

伊豆市精神保健福祉ボランティアきららです
伊豆市にお住いで心に悩みをお持ちの方、そのご家族
の方がゆったりと語れる場所「ほっとステーションき
らら」を開催しています。
何気ないおしゃべりをすることで、つらい気持ちが楽
になるかもしれません。
どうぞ気軽にお出かけください。

毎月第 2 火曜日
11/10　12/8　1/12　2/9　3/9

場 　 　 所：城山活動支援センター内
　 　 　 　　（伊豆市本立野５３１－１）
開 所 時 間：午前１０時３０分～１２時００分
　 　 　 　　※時間内ならいつ来てもいつ帰ってもOKです
そ の 他：参加費無料
　 　 　　�申込の必要ありません。当日会場へお越し

ください。
　 　 　　�コロナ禍のため、マスクと飲み物はご持参

ください。

問 合 せ 先：事務局　伊豆市社会福祉協議会内
　 　 　　（８３）３０１３
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伊豆市社会福祉協議会では、以下の人材を募集しています。

介護職員（訪問介護事業所）募集

【ホームヘルパーアルバイト職員】
（月～日8時～18時 週20時間程度 ※要相談）
①�業 務 内 容　利用者宅での食事、入浴、買い物等の
　　　　　　　介助業務
②�必 要 資 格　介護職員初任者研修修了者
　　　　　　　（ヘルパー2級）以上
③�勤 務 地　伊豆市社協訪問介護事業所
　　　　　　　伊豆市本立野531-1
　　　　　　　城山活動支援センター
④�給 与 等　時給９００円～
　　　　　　　（移動手当・交通費別途あり）
⑤�休 　 日　日曜日及び勤務シフト以外の日

まずは、お電話にてお問合せください。　伊豆市社会福祉協議会 本所　0558-83-3013

❊
❊❊❋ ❋

❋ ❋
❋

フードドライブへのご協力ありがとうございました
たくさんのお米や乾麺、缶詰、のり、
レトルト食品、調味料等の寄贈があ
りました。
皆様のあたたかいご支援を心から感
謝いたします。
NPO 法人フードバンクふじのくにを
通じて、困っている方にお届けいた
します。

もったいないもったいないからからありがとうありがとうへへ

（順不同、敬称略）令和２年８月１日～令和２年１０月１５日感謝のページ
寄 付 金

◦村井浩二（湯ヶ島）

寄付物品

あたたかい善意を
ありがとう
ございました

㈱ジェイエイ・メモリアルセンター

放課後児童クラブ支援員募集

仕事などで放課後保護者のいない家庭の児童を預か
る場所で、支援員がさまざまな遊びや活動を通じて児
童の育成支援をするお仕事です。

【アルバイト職員】
①�雇 用 形 態　週３日程度または週１日程度
　　　　　　　平日１２：００～１８：３０のうち、
　　　　　　　５時間～５時間３０分勤務
　　　　　　　学校長期休暇��８時間勤務��シフト制
②�給 与 等　時給９００円
③�勤 務 地　修善寺東小学校区ひがしっこくらぶ
　　　　　　　（�伊豆市本立野531-1）　
　　　　　　　熊坂小学校区くまっこくらぶ
　　　　　　　（�伊豆市熊坂708-3）�　�　
　　　　　　　修善寺小学校区　だるまっこくらぶ
　　　　　　　（�伊豆市修善寺3244）　　
④�応 募 締 切　随時受付

次回のフードドライブは、令和３年１月を予定しています。

米　修善寺ライオンズクラブ
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