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おたがいさまサービスって何？
　『誰か手伝ってくれれば助かるんだけど』という利用会
員に対して『困っていることがあれば手伝いますよ』とい
う協力会員が誰もができるちょっとしたサービスを提供す
る、たすけあいの精神に基づいた会員のサービスです。
　誰もが生まれ育った伊豆市で一生、安心して暮らせるよ
うにこのサービスを始めました。

【持　ち　物】筆記用具
【プログラム】
•オリエンテーション
•ボランティアの声を聞いてみよう
•利用者特性と接し方に関する講義
•おたがいさまサービスについて

締 め 切 り　平成31年 3月 15日（金）
連絡申込先　伊豆市社会福祉協議会
本 所　０５５８－８３－３０１３

ボランティア
養成講座

平成30年３月19日火

～ 皆さまのご参加をお待ちしております ～
おたがいさまサ－ビスは地域住民の助け合い活動
です。
ボランティアの協力で実施されている事業ですの
で、一人でも多くの方に事業に理解をしていただ
き、共に誰もが安心して暮らせる地域福祉づくり
を進めていきましょう。関心のある方は、ご連絡
お待ちしております。

～ボランティア活動者の声を聞いてみませんか？？～

おたがいさまサービス
時 間  9：30～11：40
場 所  伊豆市役所天城湯ヶ島支所会議室（伊豆市湯ヶ島161-1）

講座内容　「人の話を聴く・傾聴コミュニケーションセミナー」
講　　師　NPO法人静岡県傾聴ボランティアネットワーク副理事長
　　  　　　心理カウンセラー・日本実務能力開発協会認定コーチ
　　  　　　中野　伸昭 氏
持 ち 物　筆記用具
申込締切　平成３１年３月１１日（月）

日時
場所 中伊豆保健福祉センター（伊豆市八幡３３－１）※六仙の里近く

平成31年3月18日月 10：00～12：00

申込・問合せ先

伊豆市社会福祉協議会　（８３）３０１３

参加者
募集!! ボランティア講座開催します

地域活動やボランティア活動をする上で大切な「聴く」こと
一緒に学んで日ごろのコミュニケーションの参考にしてみませんか？
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～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。

　中伊豆保健福祉センターにサロンボランティア３５名が集結し、研修・交流会が開催されました。

今年度は、アンケートで複数希望があった「笑いヨガ」について、笠井清美さん（と旦那さん）を

講師にお迎えしました。

　日頃、地域でサロン活動を支えて頂いているボランティアの皆さんにも、リラックスして楽しみ

ながら、健康になってもらえるようにと、軽快な語りに様々な動きを取り入れながら「笑いヨガ」

について指導して頂き、初めて顔を合わせた人同士でも「やったー、やったー、いえーい！」の魔

法の言葉で一体となり、思わず笑ってしまう楽しいひと時を過ごしました。

　「笑いの絶えない空間」に居るだけでパワーを貰えることを実感しました。皆さんも地域のサロ

ンで一緒に楽しいひと時を過ごしませんか？

ふれあいサロンボランティア研修・
交流会で楽しく健康に！

研修報告
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　伊豆市社会福祉協議会では、伊豆市から委託を

受け、同じ地域に住み、共に地域住民として生活

してきたつながりを大切にしながら、成年後見制

度に関する知識や技術を身につけた市民後見人を

育成する養成研修を 3市 1町（三島市、伊豆の

国市、伊豆市、函南町）で、平成 30年 10月か

ら平成31年2月まで全12回が開催されました。

　今年度は、伊豆市から 4名の方が受講し全講

座に出席し終了いたしました。　　　　　　　　

　基礎研修と実務研修を実施し、基礎研修では、

成年後見制度や認知症、知的障がい、精神障がい、精神障がいの理解など、成年後見制度に携わって

いく上で必要となる知識を学びました。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　実務研修では、成年後見の実務やコミュニケーション技術など市民後見業務を行う上での専門知識

を学びました。また、就労継続支援B型事業所及び高齢者のデイサービスセンターにて体験実習を

行いました。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　講座の講師の方々は、福祉や成年後見にかかる行政職員ならびに各関係機関の方々や、精神科医や

弁護士・司法書士・社会福祉士等の専門職など、各分野においても精通した方々で構成され、内容の

濃い養成研修となりました。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　この市民後見人養成研修の全課程を修了した方は、名簿に登録していただきます。研修終了後は、

伊豆市社会福祉協議会が行う、日常生活自立支援事業の生活支援員等の活動を通して、実地経験を積

んでいただきます。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　伊豆市社会福祉協議会では、誰もが住み慣れた地域で安心して暮らせることができるよう、平成

31年度も継続して市民後見人養成研修の実施を予定しています。　　　　　　　　　　　　　　　 

　詳細については順次お知らせいたします。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

平成30年度市民後見人養成研修が
終了しました‼
平成30年度市民後見人養成研修が
終了しました‼

平成 30 年度市民後見人養成研修報告2018.10
～

2019.2

成年後見制度とは
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

認知症、知的障がい、精神障がいなどに

よって物事を判断する能力が十分でな

い方について、本人の権利を守る援助者

（「成年後見人」等）を選ぶことで、本人を

法律的に支援する制度です。

市民後見人とは
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

認知症や精神障がいなどで判断能力が不
十分になった人を支援するため、家庭裁
判所から選任された地域の一般市民のこ
とです。被後見人にとって身近な市民の
目線にたって、きめ細かな活動ができる
ことが期待されています。
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平成３０年１２月５日（水）に、福祉サポーターフォローアップ講座として、２９年度、
３０年度の受講者２０名が参加し、伊豆ベロドロームへ行ってきました！

　今回は２０２０東京オリンピック・パラリンピック大会で自転
車競技が行われる会場を実際に見て、競技を知り、またパラリン
ピック選手より話を聴き、障がいに対する理解を深める目的で開
催しました。
　その日はちょうどパラサイクリングナショナルチームの合宿中
で、練習に合わせて見学させていただき、日本サイクルスポーツ
センターよりベロドロームや競技についてわかりやすい説明をしていただきました。午後からは日本
パラサイクリング連盟より選手を育てる中でどのように接し信頼関係を築いているか、また、野口佳
子選手より毎日厳しいトレーニングを行い、２０２０大会を楽しみにされている様子など伺いました。
　参加者からは「伊豆ベロドローム、自転車競技、オリンピック・パラリンピックを身近に感じるこ
とができて本当によかった」「パラサイクリング選手を応援したい！」「２０２０年期待が高まる」「感
激した」と大変喜んでいただきました。
２０２０年、伊豆市で行われるオリンピック・パラリンピック自転車競技を皆さんで応援し盛り上げ
ていきましょう！

福祉サポーター講座　第３弾！2018

12.5 「福祉サポーターフォローアップ講座」を開催しました

平成３０年１２月５日（水）に、福祉サポーターフォローアップ講座として、２９年度、
３０年度の受講者２０名が参加し、伊豆ベロドロームへ行ってきました！

子 育 支 事て 援伊 豆 社市 協 業
★赤ちゃん訪問事業
　民生委員児童委員（略称：民生委員）と連携して、赤ちゃ
んの生まれたお宅を訪問しています。
　地域の身近な相談者である民生委員を知っていただき、
安心して子育てができるお手伝いをしています。
　また、社会福祉協議会の子育て支援事業等の紹介も行っ
ています。

★チャイルドシート補助金交付事業
対 象 者 ：  伊豆市民で、6歳未満の幼児に、国土交通大

臣及び日本工業規格の製品で保安基準に適
合している新品チャイルドシートを購入し
た保護者。

申請期限 ： 購入日から6ヶ月以内
補 助 金 ： 1万円を上限とし、購入金額の1/2の金額
　　　　   詳細は社協本所（℡83-3013）までお気軽に

お問合せください!!

★チャイルドシート貸出事業
対 象 者 ： 伊豆市に住所があり、在住している親子。
貸出期間 ： 貸出日の翌月初日より２年。
利 用 料 ： 伊豆市社会福祉協議会会員は無料。
　　　　   （年額：500円）
　　　　    申請時に返却後のクリーニング代として実

費負担いただきます。
　　　　    2,500円
◎里帰り出産、帰省等による一時貸出(期間：1ヶ月)も
実施しております。
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～ちょこっと～

CHOCOTTO
生活支援サービス担い手養成研修

生活支援サービス担い手養成研修
（CHOCOTTO ～ちょこっと～）が開催されました
　３日間に渡る研修が終わり、今回は全日程参加された４名の方が修了となりました。
高齢者福祉について、介護保険や福祉サービスの基礎から、高齢者や認知症についての
理解、支援におけるポイントなど、テキストやレクリエーションを交えながらの講義で
した。
　また、３名の方が実習を希望しており、修了証が発行されると伊豆市の「総合事業」
の担い手として勤務することもでき、今後の活躍が期待されます。
　お問合せを多数いただきありがとうございました。都合で今年度受講できなかった方
も、来年度は土肥も含めて２回の開催を予定していますので、「ちょこっと」興味をもっ
た方は、是非参加をお待ちしています。

もったいないからありがとうへ

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。

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。

「フードドライブ」とは

次回のフードドライブは、8月を予定しています。
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ボランティア活動保険って？
日本国内におけるボランティア活動中におこる様々な事故に対する備えとして無償で活動するボラン
ティアの方々を補償する保険です。

補償期間は？  年度毎の更新で加入した翌日からその年度の3月31日まで有効です。

保険料は？  補償の内容に応じて基本タイプはＡ･Ｂの２種類があり、また災害時
にも適応できる天災Ａ･Ｂの計４プランから選べます。

こちらの保険は年度ごとの更新となります。
更新、新たに申請される方は社協までご連絡お願いします。

年 間
保 険 料

基本タイプ Ａ　 350円 Ｂ 510 円
天災タイプ 天災Ａ 500円 天災Ｂ 710円

ボランティア活動保険に加入しませんか？ もしも
の為に

○問合せ・申し込み先　伊豆市社会福祉協議会　本所　℡83-3013

年度毎の更新で加入した翌日からその年度の3月31日まで有効です。

補償の内容に応じて基本タイプはＡ･Ｂの２種類があり、また災害時

平成31年度専門相談日程

日　　程 場　　所

４月　９日㈫ 城山活動支援センター 本立野531-1

５月１４日㈫ 中伊豆保健福祉センタ－ 八幡33-1

６月１１日㈫ 伊豆市天城湯ヶ島支所 湯ヶ島161-1

７月　９日㈫ 伊豆市土肥支所 土肥670-2

８月１３日㈫ 中伊豆保健福祉センタ－ 八幡33-1

９月１０日㈫ 城山活動支援センター 本立野531-1

１０月　８日㈫ 伊豆市土肥支所 土肥670-2

１１月１２日㈫ 伊豆市天城湯ヶ島支所 湯ヶ島161-1

１２月１０日㈫ 城山活動支援センター 本立野531-1

　１月２１日㈫ 中伊豆保健福祉センタ－ 八幡33-1

　２月１８日㈫ 伊豆市天城湯ヶ島支所 湯ヶ島161-1

３月１０日㈫ 伊豆市土肥支所 土肥670-2

しあわせそうだんししあ だんん

福祉総合相談事業・専門相談日程

司法書士による専門相談（毎月第２火曜日）
●  内  容： 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）
　　　　　　   ※ １月・２月は、第３火曜日となり

ますのでご了承下さい。
● 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

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 !!

　平成３１年４月１日より修善寺小学校区の放課後児童クラブ「だるまっこくらぶ」の運営を社協が行います。
　修善寺小学校、伊豆市と協力、連携しながら、地域の皆さまにも親しみやすい学童保育を目指しますので、ご支
援ご協力よろしくお願いいたします。
※修善寺小学校のグラウンドプール側に建設中です。連絡先等は、分かり次第、周知いたします。
お問い合わせは、伊豆市社会福祉協議会（８３－３０１３）まで

だるまっこくらぶ開設のお知らせ
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（順不同、敬称略）平成３０年１２月１日～平成３１年１月３１日感謝のページ

土肥中第10期生一同 伊豆総合高等学校土肥分校3年A組

寄 付 金　•宥和会

✿✿✿✿  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
⑥ 応募締切　採用者が決まり次第締切

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

１０月１日、街頭での募金活動からスタートして、地域の皆さまより

ご協力いただいた戸別募金、市内事業者様にご協力いただいた法人募

金・職域募金・募金箱設置、その他、イベントに出展させていただいたり、市内小中学校からもご協

力いただきました。

　みなさまからのご協力で本年度は６, ４１６, ２８２円の募金が集まりました。

　集まりました募金の約７割は社会福祉協議会の事業費として伊豆市のために使われ、残りの３割は、

県下の福祉施設やボランティア等に助成されます。本年度は地域ふれあい支え合い助成事業として７

つのふれあいサロンに助成されました。

　本当にありがとうございました！！

街頭募金のようす

本年度も 10月 31日～ 12 月 31 日を期間として

「赤い羽根共同募金運動」を実施いたしました。

※ 赤い羽根共同募金運動の詳細につきましては、この冊子に
挟み込まれている報告資料をご覧ください。
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