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今年度は伊豆市内４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）
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
修善寺虹の郷様
フレンドワークかざぐるま様
プラム様

えーる様
よってこ駅前/サロンえきまえ様
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
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スタートしました!!
　10月2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、

助成金申請団体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。

◆公民館トイレ改修
　（和式から洋式へ）
　◦田沢ふれあいサロン

◆高齢者サロン用低椅子整備
　◦下村ふれあいサロン

　◦サロンくまさか

　◦長野ふれあいサロン

Ｎ
Ｅ

Ｗ！！

「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29年度 赤い羽根共同募金運動
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手軽に使えるパペットを一緒に楽しく作ってみませんか？

託児ボランティア養成講座

◦場　　所　中伊豆保健福祉センター
◦内　　容　「今だからこそ知っておきたい子育て・孫育ての大切なこと」

講師：田所雅子氏
◦そ の 他　託児あり（要予約、人数制限あり）
◦申込締切　１１月１５日（水）

子育て支援講座

赤ちゃんから大人まで、一日たっぷり遊べます！
親子で、家族で、遊びにきてください！

第８回こども広場 いずin

※いずれも　問合せ・申込　伊豆市社会福祉協議会　（８３）３０１３

平成29年１２月3日日 10:00～15:00時
間

中伊豆保健福祉センター（伊豆市八幡33-1）

木のおもちゃ、ボードゲーム、カプラ、

ネフの積み木、手作りおもちゃ、

グッド・トイ、人形劇、伝承遊び、

手作り体験、子育て支援情報　など

平成29年11月22日水
１０：００～１１：３０

日
時

平成29年11月15日水
9：3０～１１：３０

日
時

�
��
�

�
�

◦場　　所　中伊豆保健福祉センター
◦内　　容　「手軽に使えるパペット作り」

牛乳パックのパクパク人形・フェルトで作るパペット
講師：田足井みさ子氏

◦持 ち 物　�材料費２００円、１ℓ牛乳パック（切り開かない洗ってあるもの）、
ハサミ

◦申込締切　１１月１０日（金）
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修善寺地区 すずき耳鼻咽喉科小児科 ㈲永岡工務店 ㈲ウイングスグループホームほほえみ
青山内科クリニック 小野自動車㈱ 天城湯ヶ島地区 上船原振興会
松葉茶屋 堀越動物病院 大平柿木報徳社 ㈲鈴和製作所船原工場
ネッツトヨタ静岡㈱修善寺店 ㈱ル・グラン ㈲澤木建設 一般社団法人 持越報徳社
㈲修善寺印刷所 ㈲中豆製作所 ㈱フジトク産業 中伊豆地区
㈱不二商事 ㈱イズケン 土屋モータース 佐藤建設
伊豆トヨタ㈲ 修善寺温泉旅館協同組合 丸岩安藤わさび店 (福)あやめ会特別養護老人ホーム中伊豆
㈲修善寺ダイハツ販売所 セブンイレブン修善寺駅東店 石渡スタンド ＪＡ伊豆の国八幡支店
㈲宮沢薬局 花やあきつフルール 明徳寺 ＪＡ静岡厚生連ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ中伊豆温泉病院
㈱鈴誠 ㈱寺山自動車 浄蓮の滝協業組合 日本エスエルシー㈱中伊豆支所
修善寺接骨院 ㈱グリーン土木 弘道寺 ㈲伊豆美屋わさび店
㈱加殿木工 土肥地区 ㈲モリシマ工務店 ㈲伊豆合金
㈱飯田工業 ㈱静岡銀行土肥支店 正木商会 伊豆平パールタウン管理事務所
(福)春風会伊豆中央ケアセンター 手作りパンの店Ｆｉｎｅ 鈴木金物店 山下設備工業
㈲ユーアイ企画設計 マル明魚安八木沢店 ㈱飯塚工務店 造園・土木 織茂
東京プロパン(有） 土屋建設㈱ 橋本水産 保険の大野
㈲竹村電機工業所 ㈱オザワ 天城屋商店 三島信用金庫中伊豆支店
紀平クリニック ㈲土肥環境整美 むつわ建設㈱ 小笠原建設㈱
㈱飯田産業工作所 (福)信愛会特別養護老人ホーム土肥ホーム 日本バプテスト連盟天城山荘 田方自動車整備協業組合
㈲磯商事 土肥マリン観光㈱ ㈲仲原商事 あぜみち
マルサン薬局 さくら ㈲下山養魚場 ㈱ナカイズ
㈱古藤田商店 宗教法人清雲寺 ㈲大川工業所 ㈲杉山石油
中豆建設㊑ 伊豆土肥交通㈱ ㈱グランバー東京ラスク ㈲平井板金
うさぎ薬局 ㈱ケイズコーポレーション ㈲鍋島商店 伊豆ハイツゴルフクラブ＆レジデンス㈱
修善寺クリニック ㈲春山電気 一般財団法人雲金振興会 ㈱佐々木組
伊豆木器㈱ 安楽寺 ㈱鈴木組 ㈲協和建設
㈲太田建設 ㈱髙島 ㈲津田生花 大見管工
㈱モガワ ㈱石黒工務店 山田商会 いそや精肉店
森トラスト・ホテルズ＆リゾーツ㈱ラフォーレ修善寺 オオキクリーニング店 今井建設㈱ K's Kitchen
伊豆赤十字病院 ㈲高橋商店 (福)愛誠会 特別養護老人ホーム 天城の杜 わさびの店　たか惣
㈲塩谷商店 ㈲渡辺書店 ㈲天城商会 ㈲小出商会
㈲飯田わさび店 ほっと鍼灸治療院 本柿木下組振興会 親宙工業
㈶日本サイクルスポーツセンター ㈲永岡モータース 本柿木中組振興会 ㈲こうの
㈱ヤギシタ 大木乳業㈱ 一般財団法人松ヶ瀬振興会 今野医院
㈲上田タイヤ ㈲鈴木管工 狩野自動車㈲ (宗)世界真光文明教団
㈲会津屋商店 伊豆工業㈱ 山翠 中伊豆グリーンクラブ
㈲伊藤金属総業 青木興業㈱ 医療法人全心会伊豆慶友病院

[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

143事業所 557,000円
年額2,000円以上

平成29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!!

平成29年9月30日現在

法人・事業所・商店・団体等の皆さま
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高校生福祉体験inいずしを
開催しました!!

　夏休み期間を活用した全８日間の日程で高校生が主体となり、放課後児童クラブ「ひが
しっこクラブ」の児童と一緒に「ひがしっこ夏祭り」の企画・運営を行いました。伊豆総
合高校の生徒７名が参加し、静岡県の青少年指導者級別認定事業として、２年生６名が初級、
３年生は中級に認定されました。
　交流をするたびにどんどん仲良くなり、どんなお祭りにしたいかアイデアを出し合って
いました。児童の自由な発想に高校生の技術を加えて、お祭りの露店はみんなの手作り。
協力して作った大きな神輿も元気いっぱいに担ぎました。支援員さんの作ってくれたカレー
も一緒に食べ、思い出に残る楽しい祭りの時間を過ごす事が出来ました。

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２９年１１月１４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

「感情調節困難な人への対応」演　　題

伊豆市精神保健福祉ボランティアきらら

こころの勉強会
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各支所より
修善寺支所

『縁』を大切に…

天城湯ヶ島支所

きれいな花壇づくりを頑張っています!!

土肥支所

土肥支部スポーツ大会が開催されました!

中伊豆支所

ふれあいサロン頑張っています!!!

　天城湯ヶ島支
所がある農村環
境改善センター
入口左側に、広さ
10㎡ほどの花壇
があります。
　この花壇は、天
城湯ヶ島地区ボラ
ンティア連絡協議
会の会員さんたち
が手入れをしてい
る場所です。

　隣にあるプール帰りの方から、「いつも花
壇がきれいになっ
ていますね」と声
を掛けられること
があり、事務所の
入り口は色とりど
りの花でいつもに
ぎやかです。

　9月は、4日の『くまさかサロン』、7日の『サ
ロンかつら』、25日の『柏久保サロン』へ訪問
しました。くまさかサロンでは修善寺包括
支援センター・春風会の職員の方が3名、サ
ロンかつらでは伊豆赤十字病院の院長・看
護師さん、柏久保サロンではコーラス『花ご
よみ』さんと天桂寺のお坊さんがそれぞれ
講師として招かれていました。柏久保サロ
ンにて、天桂寺のお坊さんが「縁を大切にし
ましょう」というお話をされていましたが、
サロンの皆様と講師の方の『縁』が大切に、
いつまでも続いてほしいと思いました。

　伊豆市シニアクラブ土肥支部では、毎年
秋にスポーツ大会を実施しています。今年
度で１４回目を数え、関係者を含む１７７
名が参加し、優勝を目指して熱戦を繰り広
げ、見事大藪弁天クラブが２連覇を達成し
ました。大会ボランティアとして、ＪＡ伊豆
の国土肥支店の職員さんが大活躍です。来
年もまた元気で会いましょう。

　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今年度
より戸倉野・ニューライフで新たに設置さ
れ既存５箇所（小川・パールタウン・姫之
湯・持越・冷川向郷）のサロンとともに、７
箇所で実施しております。
　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。

小川サロン
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生活支援員だより

No. ４9

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

　一人暮らしの方の支援を始めてから４年がたち
ました。
　月２回の支援ですが、今では決められたお小遣
いを上手に使って、毎日のお散歩もかかさず、お元
気に楽しく過されています。短い時間ですが少し
だけお話しをして、私も元気をもらって来ています。

専門相談日程

期　　日 司法
書士 税務 場　　所 時 間

11月14日㈫ 〇 〇 天城保健福祉センター

9：30
～

11：30

12月12日㈫ 〇 城山活動支援センター

1月16日㈫ 〇 〇 中伊豆保健福祉センター

2月13日㈫ 〇 天城保健福祉センター

3月13日㈫ 〇 伊豆市土肥支所

修善寺地区

星谷美代子

専門相談について
　毎月、司法書士による無料相談を行っています。悪徳商法、
消費者金融、身近な契約トラブルや財政管理、成年後見制度に
関する相談などを受け付けております。
　また、奇数月には、税理士による無料相談を行っています。
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などの相談を受け付けております。
　個人情報及び相談内容につきましては守秘いたしますので、
安心してご相談ください。( 要予約：本所　83-3013)

しあわせそうだん

福祉総合相談事業・専門相談日程

フードドライブへのご協力
ありがとうございました� �

次回のフードドライブは、

平成30年1月5日～ 1月31日を
予定しています。

たくさんのお米や乾麺、缶詰、ノリ、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。

暖かい善意をありがとうございます

◆寄付物品
清拭布・タオル　退職公務員連盟田方支部

（順不同、敬称略）

平成29年8月1日～平成29年9月30日

感謝のページ

㈱ＪＡメモリアルセンター

中伊豆グリーンクラブ

◆寄付金
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おもいやりの心をつなぐ共同募金サポーター
自分の町のお店を元気に！お得なクーポンで皆さんも元気に！
お店を掲載しているお店は共同募金に賛同・協力いただいているお店です。お店にも募金箱を設置していただいてお
ります。みんなでサポーターのお店も盛り上げていきましょう！

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・日曜日昼

駐あり

★他では食べられない！！
看板メニュー牛スジトマトカレー★

　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。たくさんの人に支えられ、
おかげさまで 2 周年を迎えられました。これからもスポーツを頑
張るすべての人を応援していきます。FANTASISTA の看板メニュー
といえばやっぱり店主のコダワリが光る「牛スジトマトカレー」で
す。トロトロになるまで煮込んだ牛スジをトマトの酸味がまろやか
にし、味わい深く楽しめる、食べ進むうちになんとなくクセになっ
てまた食べたくなる、そんなカレーです。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 円とリーズナブルに楽しめま
す。他にも、季節に合わせたランチメニューや定食などさまざまな
メニューを楽しめます。
　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。明
るい雰囲気のお店でおいしく、楽しく過ごしませんか？

お得な
サポーター
クーポン

本券持参でお食事された方

お好きなジェラートサービス‼

★「お客様の笑顔のために」
私たちができること★

　「Hair Lounge Credo（クレド）」は、お客様から〔信じてい

ただける〕、お客様の〔一生のパートナー〕を目指しさらに進

化し続けることをお約束いたします。

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

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

◆カラー（シャンプー・ブロー込）
カラー・ ・・・・・・・・ ￥6,480～
カラー＆カット・・・ ￥10,260～
◆その他
パーマ＆カット・・・ ￥10,260～ 

縮毛矯正＆カット・ ・・・￥15,660～
トリートメント・・・・・・・￥3,240～
ヘッドスパ (45分～)・ ・・￥5,400～
シャイニーブロー・ ・・・・￥3,780～

（シャンプー＆ブロー・炭酸スパ・マイクロスコープ込）

※学割制度あり

随時スタッフ募集中です。詳しくはHPへ

お得な
サポーター
クーポン

初回ご来店の方30名限定‼

まつ毛美容液プレゼント‼

◎ 広々空間　 隣の方との施術スペースを通常サロンの２倍の広さ
をご用意しておりますので周りの方の視線を感じません。

◎ ユニバーサルデザインを採用しているので車イスの方も安心して
ご来店いただけます。

◎ 個室シャンプー台を完備しているのでヘッドスパなどゆったりご
利用いただけます。

◎ キッズルームを完備しているのでお子様がいるママも安心してご
利用いただけます。

　新メニュー まつげエクステ始めました！
　◆まつげエクステ
　　つけ放題・・・・・￥6,480(上限片目75本）　　リペア・・・・・￥3,240

メニューなどサロンの情報はホームページでご覧ください !!

http://hair-credo.jp/
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