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今年度は伊豆市内２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3日（月）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、

マックスバリュエクスプレス天城湯ヶ島店前、スーパーアオキ土肥店前、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。

　プラム、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
マックスバリュエクスプレス天城
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!!

◆公民館トイレ改修
　（和式から洋式へ）
　向クラブ

◆サロン備品の購入
　�サロンえきまえ（高齢者サロン用低椅子整備）

スーパーカドイケ中伊豆店での募金活動

スーパーアオキ土肥店での募金活動

「地域ふれあい支え合い助成事業」の助成が決定しました！

平成28年度 赤い羽根共同募金運動

Ｎ
Ｅ

Ｗ！！
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〈木のおもちゃコーナー〉
伊豆こどもミュージアム

〈手作り体験コーナー〉
伊豆市主任児童委員

〈伝承遊びコーナー〉
伊豆市老人クラブ連合会

〈食べるコーナー〉〈子育て支援情報コーナー〉

〈つみきのコーナー〉
伊豆こどもミュージアム

〈グッド・トイのコーナー〉
静岡グッド・トイ委員会

〈人形劇コーナー〉
人形劇団ぽんぽこ座

木のおもちゃがいっぱい！
木のぬくもりを感じながら
たっぷり遊ぼう。

のびちぢみびっくり箱・ミ
ニパネルシアターを作って
みよう☆

折り紙・こま・けん玉・お
手玉・あやとり　一緒に遊
びましょう♪

田方・ゆめワーク、中伊豆
リハビリテーションセン
ターあゆみ　パン、おにぎ
りの販売
※販売は12：00まで

子育て支援センター、子育
て支援に関する活動をして
いる方々の情報。

幾何学(きかがく)模様(も
よう ) で遊ぼう！カプラも
あるよ。

おもちゃの広場　手作りお
もちゃ＆グッド・トイで遊
ぼう！

「桃太郎－伊豆バージョン－」
10：30～ 11：00

ゆっくり
たっぷり
遊んでいってね

第❼回こども広場 in いず
平成28年１２月４日日 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）

日　　時　　平成２8年１１月２５日（金）9：30～ 11：30
会　　場　　中伊豆保健福祉センター（伊豆市八幡33-1）
対　　象　　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
問合せ先　　伊豆市社会福祉協議会　℡：0558-83-3013
内　　容　　かんたんパネルシアターを作ってみよう！
講　　師　　田足井みさ子氏
持 ち 物　　筆記用具、ハサミ
申込締切　　１１月２１日（月）

題材を決めて（今回はうたあそび♪）作成し、その場ででき上がり。
子どもの心をぐっとつかむおもしろい仕掛けや演じ方など、コツも一緒に
学びましょう。
持ち運びのできるサイズで託児の際には実践できるかも！！

手軽ですぐ使える！
かんたんパネルシアターを作ってみませんか？

パネルシアターとは
毛羽立ちのいい布を貼った
パネル（舞台）に、貼りつ
きやすいＰペーパーに絵を
描いて切り取った絵人形を
貼ったりはずしたり、動か
したりしながら、歌やお話
に合わせて演じるものです。

�託児ボランティア養成講座募集�
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平成28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!!

修善寺地区 (有)太田建設 伊豆工業(株) 医療法人全心会伊豆慶友病院

(株)鈴誠 (株)飯田産業工作所 青木興業(株) (有)鈴和製作所

(株)飯田工業 あきつフルール 高石電気 一般財団法人雲金振興会

(株)不二商事 紀平クリニック (株)静岡銀行土肥支店 （株）ナカハラ

(有)ユーアイ企画設計 ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝ修善寺駅東店 天城湯ヶ島地区 中伊豆地区

(有)修善寺印刷所 (有)磯商事 大平柿木報徳社 (有)小出商会

小野自動車（株） 修善寺クリニック 植松リビング産業（株） (福)あやめ会特別養護老人ホーム中伊豆

(株)加殿木工 honohonocafe 丸岩安藤わさび店 保険の大野

東京プロパン(有） 大伊豆産業(株) 狩野自動車(有) 伊豆平パールタウン管理事務所

(有)塩谷商店 （株）寺山自動車 古郡工業（株） 中伊豆グリーンクラブ

(福)春風会伊豆中央ケアセンター（有）上田タイヤ (有)天城商会 三島信用金庫中伊豆支店

うさぎ薬局 土肥地区 (有)仲原商事 (株)ナカイズ

伊豆木器(株) マル明魚安八木沢店 鈴木金物店 ＪＡ伊豆の国八幡支店

(有)宮沢薬局 (株)石黒工務店 一般財団法人松ヶ瀬振興会 ＪＡ静岡厚生連ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ中伊豆温泉病院

(有)修善寺ダイハツ販売所 (株)オザワ (有)ウイングスグループホームほほえみ 伊豆ハイツゴルフ倶楽部

マルサン薬局 (有)永岡工務店 むつわ建設（株） (有)伊豆美屋わさび店

(株)古藤田商店 （有）高橋商店 (株)フジトク産業 あぜみち

中豆建設(株) 伊豆土肥交通(株) (有)モリシマ工務店 (合)三角屋商店

松葉茶屋 安楽寺 浄蓮の滝協業組合 小笠原建設㈱

(有)中豆製作所 (有)城所 (有)鍋島商店 今野医院

伊豆トヨタ(有) 土屋建設(株) 山翠 (有)伊豆合金

すずき耳鼻咽喉科小児科 (福)信愛会特別養護老人ホーム
土肥ホーム (有)稲村工務店 (有)こうの

森トラスト・ホテルズ＆リゾーツ(株) 宗教法人清雲寺 今井建設(株) 中伊豆自動車

(有)飯田わさび商店 手作りパンの店Ｆｉｎｅ （株）鈴木組 (株)佐々木組

(株)モガワ (株)髙島 橋本水産 橋本早男 大見管工

青山内科クリニック (有)渡辺書店 本柿木下組振興会 平井板金(有)

(財)日本サイクルスポーツセンター 土肥マリン観光(株) 持越報徳社 日本SLC(株)中伊豆支所

(株)イズケン さくら 下船原振興会 (宗)世界真光文明教団

(有)竹村電機工業所 (有)土肥環境整美 弘道寺 (有)杉山石油

修善寺温泉旅館協同組合 (有)永岡モータース (株)グランバー 佐藤建設

(株)グリーン土木 (有)春山電気 (有)津田生花

(有)伊藤金属総業 (有)鈴木管工 正木商会

[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

122事業所 527,000円
年額 2,000円以上

平成28年10月7日現在

法人・事業所・商店・団体等の皆様

4



小学生福祉体験（１年～３年生対象）
福祉体験講座も計画中です！

詳細が決まりましたら、チラシやホームページや
新聞等でお知らせします！

考えてみよう、
災害時のコト

～中学生向け福祉体験～

内 容　「考えてみよう、災害時のコト」
　　　　　　①オリエンテーション（身近な災害について）
　　　　　　②身近なもので代用する防災品体験
　　　　　　③防災食の調理実習　
　　　　　　④ふりかえり
参加対象者　市内中学校 1 年生～ 3 年生　
持 ち 物　筆記用具（昼食は防災食）エプロン・三角巾
服 装　自由（特に指定はございません）
申 込 締 切　平成２８年１１月１４日（月）
申 込 方 法　参加申込用紙を記入のうえ学校担当教諭へ
　 　　提出後、学校から事務局へ連絡。
問 合 せ 先　伊豆市社会福祉協議会
　 　　伊豆市八幡 33-1
　 　　TEL：0558-83-3013　FAX：0558-75-7200

日時：
場所：
11月26日土 9：30～14：00
中伊豆保健福祉センター （伊豆市八幡 33-1）

集 合 場 所　土　肥　土肥中学校
（送迎あり）　天　城　月ヶ瀬中バス停前

　 　　修善寺　修善寺中学校
　 　　中伊豆　中伊豆保健福祉センター（現地）
※送迎時間については、受付人数決定後、通知いたします。

災害時を想定して
家にあるもので簡単に
作れる防災食を
作ってみよう！

　高校生が主体となって企画・運営をし、福祉体験や交流

を行なうことで、地域や福祉に興味を持ってもらう事を目

的として実施しました。

　静岡県の青少年指導者級別認定事業となっており、夏休み

の期間を活用し、事前研修３日、実施日３日、事後研修１日

の日程で行いました。今年度は伊豆総合高校の生徒６名が参

加し、全員が静岡県の青少年指導者に認定されました。

　内容は、修善寺東小学校の放課後児童クラブ「ひがしっ

こクラブ」にて、児童と交流しながら「ペープサート（紙人形劇）」を一緒に製作し、上演をしました。

　参加者同士で意見を出しあいながら、児童にも指示や協力をしながらとても素晴らしい作品に仕上が

りました。

��高校生福祉体験 in いずしを開催しました !! ��

防災食？
防災用品？

作ってみよう！

5



各支所より
修善寺支所

新しい車イス車両活躍中です!!

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

子ども地域体験事業

　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。地域での見守り・
声かけ活動を
しっていただく
よいきっかけと
なりました！

　今年度、車イス車両の入替を行った修善
寺支所では10/6に運転ボランティアの研
修会を行いました。
　車イスの乗降手順や、実際に乗車してい
ただき、新しい車両を知っていただきまし
た。参加いただいた運転ボランティアさん
は乗り心地が良い所や手順の簡単さ等、改
めてご確認いただき、ますますの活用を期
待されていました。

　夏休みは２７名、現在は１７名の利用者
があり、市役所土肥支所５階は毎日とても
賑やかです。平成３０年より土肥地区小中
一貫校となる事に伴い、「といっこくらぶ」
も移転が予定されています。学童の卒業生
や未来の利用者たちとも近くなり、みんな
で放課後を過ごせる事を楽しみにしてい
ます。

　10月1日（土）、
元村、小川の子
どもたちを中心
に子ども地域体
験事業を行いま
した。
　今年は暑かっ

たせいか例年より早くサツマイモなどを収
穫しました。種や苗を植えるところから収
穫まで野菜の育つ過程を肌で感じてもらえ
たと思います。
　収穫してすぐ調理し食べた豚汁はとても
おいしい
とみんな
満足して
いました。
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生活支援員だより

修善寺地区

近田　優

No. ４3

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。
予約受付・お問い合せ
☆本所　83-3013

　民生委員を辞した後、生活支援員の委託を受け、はや6年になります。
現在のクライアントは2人目となります。
　週2回の私の訪問を、心待ちにされていることが感じられ何時もうれしく
思っています。
　彼にとっては、私が随分な老人に見えるらしく、別れ際には必ず、“今日は
暑いから熱中症には気をつけてね”とか“台風が近づいているから注意して
下さい”とか、気遣いの言葉をかけてくれます。

専門相談日程

期　　日 司法
書士 税務 場　　所 時 間

11月8日㈫ 〇 〇 伊豆市土肥支所

9：30
～

11：30

12月13日㈫ 〇 中伊豆保健福祉センタ－

1月17日㈫ 〇 〇 城山活動支援センター

2月14日㈫ 〇 伊豆市土肥支所

3月14日㈫ 〇 ― 天城保健福祉センター

「きらら こころの勉強会」を開催します!
演 　 　 題：「大人の発達障害を理解・支援する」

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２８年１１月８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

そ  の  他： 勉強会へ参加ご希望の方は下記へお申

し込みください。

　　　　　※ 申し込み無しでも参加いただけます。

当日直接会場へお出かけください。

問 合 せ 先：事務局　伊豆市社会福祉協議会

　　　　　（８３）３０１３

伊豆市精神保健ボランティア
✿ ✿ きらら ✿ ✿

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。
　伊豆市生活困窮者自立相談支援事業のフードバ
ンク利用状況は、平成 27 年度が 17 回、平成 28
年度（8 月末日現在）が 10 回となっています。
次回のフードドライブは、
平成 29 年 1 月 5 日 ( 木 ) ～ 31 日（火）です。
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「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や施術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。

　伊豆市牧之郷のグラウンドの近く、狩野川沿いに「FANTASISTA 
FOOD・DRINK&SPORTS」はあります。スポーツを頑張るすべて
の人を応援し、地域の皆さまに支えられ、おかげさまでオープン
から 1 年を迎えられました。FANTASISTA はさまざまな料理と種
類豊富なドリンクが楽しめるお店です。
　看板メニュー「牛スジトマトカレー」はトロトロになるまで煮
込んだ牛スジとトマトの酸味がクセになる他では食べられないオ
ススメメニューです。ランチタイムにはサラダ・ドリンク・デザー
トが付いて 1,000 円ととてもリーズナブルに楽しめます。他にも
その時期に合わせたパスタが楽しめるランチ（サラダ・ドリンク・
デザート付 1,000 円）も用意しております。
　ディナータイムは、種類豊富なドリンクメニューとジャンルに
とらわれない豊富なフードメニューがリーズナブルに楽しめま
す。宴会や女子会、誕生会などや明るい雰囲気のお店でみんなで
ワイワイやりませんか？

　「Hair Lounge Credo（クレド）」は、おかげさまでリニューア
ルオープンから１年を迎えました。ユニバーサルデザインの開放
的な店内は落ち着いてリラックスできる空間です。
　クレドでは、お客様ひとり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。お客様にあったスタイリングの提案やヘ
アケアなど様々なご相談に応じます。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リフレッシュできるメニュー
もおすすめです★

★料理とドリンク etc
　種類豊富に楽しめるスポーツバー★

★リニューアル１周年！
     これからも「お客様の笑顔のために」

▲牛スジトマトカレー　1,000円

▲パスタランチセット（サラダ・ドリンク・デザート付）1,000円

FANTASISTA FOOD・DRINK&SPORTS

住  伊豆市牧之郷162-1☎ 0558-72-4188
営 11:30～14:00(ランチ）　17:30～0:00(ディナー) 休 水曜夜・日曜日

駐 あり

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

休 月曜日 HP http://hair-credo.jp/
駐 あり

やっぱりオススメはディナー！！
ということで
ディナーで使える　
生ビールor各種サワーorハイボール
いずれか 1杯無料券プレゼント!!

ディナー（17:30～0:00）
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初回のお客様
すべてのメニュー

20％OFF!!

「はーと to ハート」第 65 号（平成 28 年 9 月 1 日発行）6 ページの記載に誤りがありました。
中伊豆地区　　誤：住まい手の会　　正：友だち村

住まい手の会住民の皆様ならびに関係者の皆様にご迷惑をおかけしましたことを深くお詫び申し上げます。

Gourmet

Hair salon

グルメ

ヘアサロン

◆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

◆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～

◆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

◆寄付金◆
・㈱ＪＡメモリアルセンター
・飯田真幸

・平井勝好
（順不同、敬称略）

平成28年8月1日～
平成28年9月30日

感謝の
ページ

＊＊ 随時スタッフ募集中です。詳しくはHPへ！＊＊
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