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平成 29 年度 伊豆市社会
福祉大会を開催しました !
日時：10/28 土

場所：修善寺生きいきプラザ
伊豆市民文化ホール

平成 30 年度の伊豆市社会福祉大会は平成 30 年 10 月 27 日（土）に開催予定です。

2

あいにくの天候でしたが、
本年度も多くの方にご来場いただき、
笑顔の絶えない 1 日となりました。

社会福祉功労表彰者
伊豆市社会福祉協議会会長表彰
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社会福祉協議会役員功労表彰

（順不同）

２名

■社会福祉協議会理事及び監事として満７年以上在住し、その功労が顕著な者

遠藤

正壽様 （横瀬）

金刺

甚一郎様 （小下田）

社会福祉活動功労者及び功労団体表彰

■地域で社会福祉活動の成績優秀な者又は団体

大川 史子様 （田沢）
姫之湯ふれあいサロン様
中地区地域福祉委員会様

１人１組５団体

障害者自立更生表彰

清水照正・よし子様（本立野）
サロンもちこし様
熊坂地域福祉委員会様
狩野地域福祉委員会様

７人

■障害者の自立更正者で他の模範となる者

手老
三須
鳥沢

吉夫様 （梅木）
豊様 （修善寺）
英律様 （熊坂）

介護功労者表彰

望月
三田

和孝様 （月ヶ瀬）
愛子様 （柏久保）

石川
足立

一男様 （年川）
裕輔様 （月ヶ瀬）

４名

■要介護者の介護者で他の模範となる者

土屋しげみ様 （梅木）
石川みさ子様 （佐野）
松井 節子様 （八木沢）

社会福祉事業協力援助者表彰

真野とみ子様 （大平）

１団体

■労力的、経済的な方法で本会に積極的に協力援助を行いその進展に寄与した者又は団体

日蓮宗静岡県東部６区寺院様

その他功労者表彰

１団体

■その他社会福祉活動の功労者並びに善行のあった者で、表彰することが適当であると会長が認
めた者

㈱ＪＡメモリアルセンター様

伊豆市

鈴木

福祉関係寄附者に関する感謝状
政幸様 （下白岩）

伊豆市歯科表彰

１人

噛むカムケア８０２０コンクール表彰者

木内 一郎様 （柏久保）
鈴木 重良様 （修善寺）
藤原 傳一様 （徳永）

佐藤 計司様 （柏久保）
梅原
潔様 （修善寺）
村山 安子様 （土肥）
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８人

大川 喜秋様 （田沢）
田中 祐市様 （熊坂）

子育て支援講座

託児ボランティア養成講座

「手軽に使えるパペット作り」
開催しました！

「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」開催しました！
11/22 に子育て世代、孫育て世代の方を対象に講

11/15 に今年度２回目となる託児ボランティ
ア養成講座を開催しました。
お子さんと接す
る際のコミュニ
ケーションツール
の１つとして使え
るパペットを、講
師の田足井みさ子
さんに教えていただきました。身近な材料、牛乳
パックのパクパク人形作りではゾウや犬、クマ、
女の子など受講者思い思いのパペットを夢中で作
成しました。「楽しかった」「早速使います」との
感想をいただきました。
伊豆市社会福祉協議会では、託児ボランティア
をいつでも募集中！１年に１回くらいなら…とい
う方も大歓迎！お気軽にお問合せください。

座を開催しました。講師はマザーボイスプロデュー
サーであり NPO 法人伊豆こどもミュージアム理事
長の田所雅子さん。
子どもはお母さんが子どもを愛する何十倍もお母
さんを愛しているとのこと。それに応えるには不安
を取り除き愛情をたっぷり注ぐこと。大切なのは言
葉ではなく「声」であり、お母さんの声は子どもの
生涯を支えるなど、大変心に響く参加者皆さんの明
日への活力となるお話でした。
また、今回は託児付きの講座だったため、ボラン
ティアグループの野いちごの皆さんに託児のご協力
をしていただきました。ありがとうございました。

福祉サポーター講座を開催しました
ちょっと周囲に目を向けて「今できること」「自分にもできること」を仲間と一緒に探ってみ
よう！ということで、9/20、9/26、10/4 の３日間、福祉のこと、地域のことを考えるきっか
け作り講座を開催しました。
１日目には、伊豆市の現状を知り、住民同士の助け合いや社会参加していくことの大切さを学
び、視覚障がいと聴覚障がいをお持ちの当事者より、体験談を通し周囲の人ができることを教え
ていただきました。
２日目には、高齢者の心と体の変化や健康でいるために大切なこと、また「傾聴」についての
基本をわかりやすく教えていただきました。
最終日には地域交流のきっかけ作りに、蕎麦打ちの体験をしました。お互いに教え合ったり励
まし合ったりしながら賑やかに楽しく体験をした後は、打ちたてのお蕎麦をいただき大変美味し
かったと好評でした。
講座を通して「人とのつながりは大切」「自分のできることを無理をしないで続けていきたい」
「次につなげるためにも興味のあることに参加していきたい」「健康に気を付けて長く社会参加を
していきたい」などなど、多くの気づきがあった３日間でした。
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もったいないからありがとうへ

～ご家庭に眠っている食品をご寄附ください～
「フードドライブ」
にご協力をお願いします
実施
期間
収集
場所

平成30年1月5日金～31日水
開庁時間内

「フードドライブ」とは
あなたから誰かに届く幸せ

伊豆市社会福祉協議会本所 及び各支所
伊豆市役所社会福祉課（生きいきプラザ）

食料について
◦賞味期限が明記され、２ヶ月以上あるもの
◦未開封で中身が破損していないもの

希 望 食 品

家庭に眠っている食品を集めて
フードバンクに寄附する活動で
す。みなさまから寄せられた食
品は、行政や社会福祉協議会、支
援団体を通じて、食べるものが
なくて生活に困っている方々の
支援に役立てられます。

おかずになる保存食品（缶詰、瓶詰め等）、レトルト食品、
インスタント食品、調味料、食用油、お米、飲料（ジュース、
コーヒー、紅茶等）、海苔、ふりかけ、お茶漬け、ギフトパッ
ク等、常温で保存が効くもの。
生鮮食品やアルコールは受け付けておりません。
お問い合わせ

伊豆市社会福祉協議会
伊豆市役所社会福祉課

電話：８３－３０１３
電話：７２－３２０２

ふれあいサロン
伊豆市では現在 52 箇所でサロン活動をしています。
公民館等地域の身近な場所に集まり、子どもから高齢者まで地域住民がいっしょになってふれあう
事で、地域の結びつき・支え合いを深める活動を各地区のペースで行っています。
サロン開催の為、ボランティアさんにはご支援・ご協力を頂きいつもありがとうございます。今年
度も日頃、活動されている各サロンボランティア代表者に集まっていただき、交流・研修会を１月
２９日（月）に計画しております。
サロンを始めてみたいと思った方、関心がある地区がありましたら、どんな事でも結構ですので、
社協までご連絡下さい。

伊豆市社会福祉協議会ではサロン活動の為に以下のお手伝いします。

①

②

③

開催準備や運営方法に

広報紙発行やチラシ

活動助成金や遊具の

関する相談「立ち上げ支援」

作製等の「活動のＰＲ」

貸出をする「継続支援」

⇒今年度は新たに市内 4 箇

⇒サロンの開催情報や写真

⇒平成29年度は各サロン年

所でサロンが立ち上がりま

が掲載された広報紙を各戸

間20,000円の活動助成金を

した。

配布致します。

交付致しました。
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各支所より
修善寺支所

天城湯ヶ島支所

くまっこくらぶ

来年もまた笑顔で会いましょう!

熊坂小学校の放課後児童クラブ「くまっこくら
ぶ」には、現在、1年生から5年生までの34名が利
用しています。学校の授業が終了すると「ただい
ま～ !」と元気に帰ってくる子どもたち。あっとい
う間に賑やかになります。子どもたちの放課後が
少しでも楽しく安心安全なものとなるよう、保護
者のご協力のもと日々過ごしています。10/31に
はハロウィン気分になるようにおやつを工夫し
てみたり、時には季節
の行事を取り入れて、
子どもたちの成長を見
守っています。

11月17日
（金）天城湯ヶ島
地区のひとり暮
らし高齢者を対
象 に「 ふ れ あ い
会 食 会 」を 開 催
しました。
当日はひとり暮らし高齢者44名が参加
し、女性民生委員、ボランティアによる手作
りの料理や、参加者からの演芸や体操や踊
りなど参加者や民生委員、ボランティアみ
んなで楽しい1日を過ごしました。来年も
民生委員・ボランティアの皆さまとともに
笑顔になれる会食会を目指し企画したいと
思います。

土肥支所

中伊豆支所

笑顔が絶えない１日でした‼

ふれあいクリスマス会
12/14に土肥ライオンズクラブ後援、土
肥民児協主催で、恒例のふれあいクリスマ
ス会が開催されました。障害を抱える方と
そのご家族を招いて、土肥こども園園児た
ちのかわいい発表会や、サンタとのじゃん
けん大会等、毎年会えるのを楽しみにして
います。久しぶりにみんなで顔を合わせる
と、良い新年が迎えられそうです。

11月29日に中伊豆地区の1人暮らし高齢
者35人が参加し、ふれあい会食会を開催し
ました。昼食は民生委員による手作り料理
を味わいました。昼食前は、防犯協会のほっ
といず様による、振り込め詐欺の寸劇を見
ました。昼食後はプラム利用者のプラムバ
ンド様の歌やゲームを楽しみました。笑顔
の絶えない1日となりました。
協力していただいた民生委員のみなさま
ありがとうございました。
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伊豆市社会福祉協議会

感謝のページ

おたがいさまサービス

（順不同、敬称略）

平成29年10月1日～平成29年12月5日

こ んな方が利用できます

◆寄付物品
車イス
マックスバリュ東海株式会社

1 人暮らし、高齢者世帯等で家族か
親族に支援者がいない。
地域に、困った時に
身近に手助けしてくれる方がいない。
伊豆市にお住まいの

こんなサービスが
利用できます

サービスは
有料です

ボランティアができる
サービスです

①１時間につき３００円
（利用券購入）
②提供日
平日 月～金曜日
③提供時間
8:00 ～ 17:00
最長１日３時間程度

住居等の掃除や
整理整頓

あたたかい
善意をあり
がとうござ
います

1 家事援助サービスを必要とする概ね 70 歳以上の方
2 身体障害者 精神障害者 知的障害者の方
※介護保険・障害福祉サービス・市の福祉サービスをご利用され
ている方は基本的にそれら制度を優先とさせていただきます。

◆寄付金
交通安全協会 伊豆市修善寺分会
生きがい友の会
琴城流大正琴愛好会三島支部
うさぎ薬局修善寺店

生活必需品の
買い物 etc...

会員は登録制です
交通安全協会

利用希望の方は、ご連絡ください

生活支援員だより
No.50
修善寺地区

大木

紀雄

日 常 生 活
自立支援事業

伊豆市修善寺分会

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。

支援員を始めて9年になります。月2回訪問
し、支援員活動を行っています。スポーツ、芸能
等の世間話などをし、楽しく会話しています。
いつまでも元気で仕事に励んでもらいたいと
思います。

しあ

わせそうだん

福祉総合相談事業・専門相談日程
専門相談日程

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。

期

日

司法
書士 税務

場

所

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

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、 3月13日㈫ 〇
安心してご相談ください。( 要予約：本所

83-3013)
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伊豆市土肥支所

時間

9：30
～
11：30

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！
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★「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。

◎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/
随時スタッフ募集中です。詳しくはHPへ
◆カット（シャンプー・ブロー込） ◆カラー（シャンプー・ブロー込） 縮毛矯正＆カット・ ・・・ ￥15,660～
一般・・・・・・・・・・・・・ ￥4,860
中・高校生・ ・・・・・・・・ ￥3,780
小学生・ ・・・・・・・・・・ ￥3,240
お子様・ ・・・・・・・・・・ ￥2,160

カラー・ ・・・・・・・・ ￥6,480～ トリートメント・・・・・・・ ￥3,240～
カラー＆カット・・・ ￥10,260～ ヘッドスパ (45分～)・ ・・ ￥5,400～
シャイニーブロー・ ・・・・ ￥3,780～
◆その他
パーマ＆カット・・・ ￥10,260～

（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

Hair Lounge Credo
☎ 0558-72-0515
休

月曜日

HP

住

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‼

伊豆市小立野42-1

駐

http://hair-credo.jp/

あり

営

9：00～19：00 (金曜日のみ9：00～22：00）

★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‼

FANTASISTA FOOD・DRINK&SPORTS
☎ 0558-72-4188
営

住

伊豆市牧之郷162-1

11:30～14:00(ランチ） 17:30～0:00(ディナー)

駐
休

あり

水曜夜・日曜日昼
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