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１０月１日から１２月３１日まで行われました赤い羽根共同募金運動に多くの方々からご協力をいただきまして、ありがとうございました。
伊豆市では

の募金が集まりました。
※ご寄付いただいた募金は、全額静岡県共同募金会へ送金いたしました。この募金は、来年度の県下福祉施設、ボランティア団体、伊豆市社会福祉協議会の地域福祉事業費として助成されます。募金をいただきました地域住民の皆さま、募金のとりまとめにご協力いただきました区長様、町内会長様をはじめ役員の皆さま　ご協力ありがとうございました。

６,４４８,８２８円

めにご協力
員の皆さま　

→２ページ 募金総額報告

協議会の地域福祉事業費として助成されます。
だきました地域住民の皆さま、募金のとりまと

様、町内会長様をはじめ役
ざいました。
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～この広報紙は皆様からいただいた共同募金により作られています～



募金をいただきました地域
住民の皆さま、募金のと
りまとめにご協力い
ただきました区長さ
ま、町内会長さまを
はじめ役員の皆さま
ご協力ありがとうござ
いました。

戸別募金　5,319,270円

10月1日から12月31日まで行われました赤い羽根共同募金運動に多くの方々からご協力をいただきま
してありがとうございました。内訳をご報告いたします。
※ご寄付いただいた募金は、全額静岡県共同募金会へ送金いたしました。この募金は、来年度の県下
福祉施設、ボランティア団体、伊豆市社会福祉協議会の事業費として助成されます。

６,４４８,８２８円募金
総額

赤い羽根共同募金に
多くの善意を
ありがとうございました。

天城湯ヶ島地区
区町内会名 金　額 区町内会名 金　額
宿 ¥99,500 田　　沢 ¥47,900
大　　滝 ¥25,500 矢　　熊 ¥21,000
茅　　野 ¥7,300 上 船 原 ¥64,100
長　　野 ¥19,000 下 船 原 ¥56,000
西　　平 ¥72,500 青 羽 根 ¥130,850
金　　山 ¥21,900 本 柿 木 ¥36,500
持　　越 ¥24,700 大平柿木 ¥81,900
市　　山 ¥85,400 松 ヶ 瀬 ¥6,600
門 野 原 ¥41,510 佐　　野 ¥64,800
吉　　奈 ¥26,900 雲　　金 ¥47,300
月 ヶ 瀬 ¥15,100

土肥地区
区町内会名 金　額 区町内会名 金　額
大　　薮 ¥115,500 小　　池 ¥25,000
中　　浜 ¥58,990 松　　原 ¥21,000
平　　野 ¥20,000 西　　浜 ¥29,400
屋　　形 ¥50,000 上　　野 ¥15,500
金　　山 ¥18,900 中　　島 ¥15,200
馬　　場 ¥52,850 長　　藤 ¥8,500
水　　口 ¥30,000 大 久 保 ¥29,000
中　　村 ¥26,900 下　　村 ¥40,000
横　　瀬 ¥13,000 小下田中村 ¥18,400
天　　金 ¥12,000 大 木 山 ¥8,400
新　　田 ¥25,200 菅　　沼 ¥2,900
平　　石 ¥6,000 坂 の 上 ¥5,600
市営住宅 ¥6,500 米　　崎 ¥10,500
浜 ¥25,200 小　　峰 ¥12,600
黒　　根 ¥25,200 藤　　沢 ¥14,000
出　　口 ¥10,000 ｼｰｻｲﾄﾞｽﾊﾟ ¥1,000
入　　谷 ¥17,260

修善寺地区
区町内会名 金　額 区町内会名 金 額
大　　沢 ¥23,800 奥　　野 ¥2,000
堀　　切 ¥21,500 駅　　前 ¥208,500
山　　田 ¥11,900 柏 久 保 ¥147,000
熊　　坂 ¥289,800 古　　川 ¥30,000
瓜 生 野 ¥59,500 年　　川 ¥37,500
横　　瀬 ¥56,750 大　　野 ¥63,000
大　　下 ¥18,000 ニュータウン ¥10,000
半 経 寺 ¥75,000 藤 ヶ 平 ¥1,800
下 神 戸 ¥14,100 富士見平 ¥21,000
中 神 戸 ¥72,800 セザール修善寺 ¥5,000
上 神 戸 ¥19,600 嵯峨自治会 ¥6,000
小　　坂 ¥17,400

牧
之
郷

緑ヶ丘 ¥36,000
弁 天 町 ¥10,000 芙蓉台 ¥32,000
小　　山 ¥56,000 馬場　宮町 ¥3,500
南　　町 ¥20,800 馬場　西組 ¥11,200
本　　町 ¥4,800 馬場　東組 ¥10,500
遊 覧 町 ¥8,800 馬場　台組 ¥16,100
桂　　町 ¥21,600 レジデンツァフェリーチェ ¥6,300
芝 山 台 ¥21,000 中峯東 ¥8,500
中　　里 ¥45,000 中峯中 ¥9,800
紙　　谷 ¥50,400 中峯下 ¥17,500
北　　又 ¥32,900 中峯上　南組 ¥7,000
湯　　舟 ¥17,500 中峯上　上組 ¥7,500
雇用促進 ¥1,100 沖の原 ¥40,000
大　　平 ¥95,500 峰 ¥40,800
本 立 野 ¥246,700 根岸 ¥10,200
小 立 野 ¥34,000 田沢　上組 ¥11,900
日　　向 ¥48,000 田沢　下組 ¥15,400
加　　殿 ¥125,300 ウッディービュー ¥2,800
田　　代 ¥23,100

中伊豆地区
区町内会名 金　額 区町内会名 金　額
地 蔵 堂 ¥33,900 関　　野 ¥25,500
原　　保 ¥78,700 元　　村 ¥53,400
菅　　引 ¥40,600 清　　水 ¥20,400
中 原 戸 ¥13,500 西 ¥30,000
戸 倉 野 ¥42,000 上 和 田 ¥24,000
姫 之 湯 ¥26,600 小　　川 ¥106,200
貴 僧 坊 ¥12,500 ニューライフ ¥20,700
筏　　場 ¥58,100

冷
　
川

持越郷 ¥21,000
梶　　山 ¥30,600 向　　郷 ¥13,400
城 ¥85,300 堰　　郷 ¥31,400
八　　幡 ¥204,976 下尾野郷 ¥20,600
梅　　木 ¥58,800 徳

永
 徳永南郷 ¥21,000

柳　　瀬 ¥23,000 徳永東郷 ¥21,000
宮　　上 ¥21,900 パールタウン自治会 ¥23,584
大 幡 野 ¥3,000 友だち村 ¥15,000
沢　　口 ¥10,400

戸別募金 法人募金72事業所 その他募金 街頭募金+ + +
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法人募金72事業所　489,701円

募金にご協力いただいた事業所
（順不同）

募金にご協力いただいた学校・団体の皆さま（順不同）
修善寺中学校　様 修善寺小学校　様 修善寺東小学校　様 修善寺南小学校　様
熊坂小学校　様 土肥中学校　様 土肥小学校　様 中伊豆中学校　様
中伊豆小学校　様 天城中学校　様 伊豆市老人クラブ連合会修善寺支部 様 天城湯ヶ島地区ボランティア連絡協議会　様
伊豆市民生委員児童委員協議会　様 伊豆平パールタウンをよくする会　様 中伊豆立正会　様 定林寺 ( 緑遊会）　様
修禅寺　様 中伊豆中央公民館　さよならコンサート実行委員会　様 静岡銀行修善寺支店　様
静岡銀行土肥支店　様

募金箱の設置にご協力いただいた店舗（順不同）
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 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
ファミリーマート　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 NPO法人えーる　様
伊豆市役所　様　（本庁・土肥支所・天城湯ヶ島支所・中伊豆支所）　　　　　　　　　伊豆市社会福祉協議会

募金箱の設置及び募金活動にご協力いただいたイベント（順不同）
伊豆総合高校文化祭　 土肥山海フェア

街頭での募金にご協力いただいた店舗（順不同）
伊豆箱根鉄道㈱ 修善寺駅　様 キミサワ修善寺店　様 ベイシア電器修善寺店　様 スーパーアオキ土肥店　様
スーパーカドイケ中伊豆店　様 天城ストア　様

天城湯ヶ島地区
小泉建設㈱　様 弘道寺　様
正木商会　様 安藤わさび店　様
㈱フジトク産業　様 ㈲モリシマ工務店　様
㈲鈴和製作所　様 ㈱ナカハラ　様
㈲津田生花　様 ㈲稲村工務店　様
地縁団体　上船原振興会　様 下船原振興会　様
青羽根振興会　様 本柿木中組振興会　様
本柿木下組振興会　様 大平柿木報徳社　様
松ヶ瀬振興会　様 雲金振興会　様

土肥地区
㈲勝呂工務店　様 みやげの里　いづからや　様
伊豆工業㈱　様 ㈲土肥環境整美　様
青木興業㈱　様 伊豆土肥交通株式会社　様
㈲鈴木管工　様 ㈱髙島　様
土肥マリン観光㈱　様 ㈲永岡工務店　様
手作りパンの店fine　様

その他地区
大成有楽不動産㈱　様 　三嶋観光バス㈱　様

修善寺地区
㈱飯田工業　様 ㈱イズケン　様
㈲内田商店　様 ㈲中豆製作所　様
日本競輪学校　様 中豆建設㈱　様
㈶日本サイクルスポーツセンター　様 伊豆木器㈱　様
㈲太田建設　様 ㈱古藤田商店　様
伊豆中央ケアセンター　様 ㈱モガワ　様
㈱スワベ商会　様 小野建設㈱　様
㈲磯商事　様 ネッツトヨタ静岡㈱修善寺店　様
修善寺銀行協会　様 ㈲上田ゴム工業所上田タイヤ　様
㈱寺山自動車　様 ㈲竹村電気工業所　様
マルサン薬局　様 修善寺温泉旅館組合　様
㈲ユーアイ企画設計　様 ㈲修善寺印刷所　様
森観光トラスト・ホテルズ&リゾーツ㈱　ホテルラフォーレ修善寺　様
大伊豆産業㈱

中伊豆地区
㈱トップ　様 ㈲伊豆合金　様
㈱ナカイズ　様 大見管工　様
三島信用金庫中伊豆支店　様 ㈲杉山石油　様
㈱佐々木組　様 ㈲伊豆美屋わさび店　様
㈲小笠原建設　様 姫之湯製茶工場　様
佐藤建設　様 平井板金㈲　様
伊豆平パールタウン管理事務所　様
ＪＡ静岡厚生連リハビリテーション中伊豆温泉病院　様
日本エスエルシー㈱中伊豆支所　様

その他募金　573,999円

街頭募金　65,858円
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　ボランティアに関する情報提供。
ボランティア育成のための講座開
催。若い世代から福祉に関心を持つ
為に地域住民に対する福祉教育、災
害に備えた体制作りを実施します。

　引きこもり防止と社会参加や仲
間づくりのため、１人暮らし高齢者
を対象に年に数回､会食会を実施し
ます。

　「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、助け合い
の精神に基づいたサービスです。

　概ね小学校区を単位として、現
在、市内13箇所に「地域のみんな
で考えみんなで行う地域福祉活
動」を目指して活動しております。

　車イス車両の貸
出しをします。運転
者がいない利用者に
は車両貸出+ボラン
ティア派遣を行ない
ます。

　各地区公民館等を
会場に、子どもから
お年寄りまで、地域
住民と参加者が一緒
になり月１回程度集
まる場を作ります。
現在49地区で運営
されています。

ボランティアセンター事業

ふれあい食事サービス

おたがいさまサービス

地域福祉委員会設置事業

移送サービス事業

ふれあいサロン

事務費
￥150,000

広域目標額
￥1,380,000

（県下の施設・ボランティアへ
の助成・災害準備金）

募金のつかいみち
本年度募金総額￥６，４４８，８２８ 社会福祉協議会

事業費
共同募金助成額
￥4,918,828

（伊豆市のために使われます）
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平成２６年度も今年と同様に助成が予定されております。
申請受付期間は毎年４月～５月となっておりますので助成要綱ができ次第、ご案内させていただきます。

平成２４年度
共同募金助成事業助成先からの

ありがとうメッセージ
昨年、皆様からいただきました共同募金から助成を受け、今年度事業実施している団体からありがとうメッ
セージが届きました。共同募金は皆さまからいただいた約８割が伊豆市のために使われ、残りの約２割がボ
ランティア団体、福祉施設や災害等準備金として使われます。

ＮＰＯ法人えーる   「リサイクル活動で活躍しています !」
私たち 「え一る」 は就労継続支援 B 型の作業所です。 障がいを持っている人たちが自主製品やリサイクル活動などを行い自立した生活を目標に頑張っています。この度は皆様のおかげで、赤い羽根共同募金の助成金をいただき、普通トラックを購入いたしました。今までと違い、段ボールやアルミ缶を一度にたくさん運ぶことができます。
乗り心地も快適でリサイクル活動が楽しくなりました。これからもリサイクル活動を積極的にすすめ、地域の皆様のお役にたてるようがんばります。本当にありがとうございました！！

（平成 24 年度福祉施設機器整備事業　助成）

伊豆こどもミュージアム   「ありがとうございました !!」

伊豆こどもミュージアムのおもちゃが増え、ここの遊
び場や出張事業として開催

される「こども広場」に参加するこどもたちの遊び
がとても豊かになりました。

先日、開催した「こども広場」では、赤ちゃんから小
学生までが、新しいおもちゃ

で夢中になって遊びました。

開催回数を重ねるごとに参加者を増やし、これからも
ますます活用してたくさん

のこどもたちに楽しんでいただけるように活動してい
きます。

本当にありがとうございました！！

（平成 24 年度地域福祉活動支援事業　助成）

伊豆市社会福祉協議会   「在宅支援車両をありがとう」
皆さまからいただいた共同募金で在宅支援車両を購入いたしました。以前の車両は年々故障箇所も多くなり事業の送迎等に不安を抱えておりましたが、今回車輌を新しくすることができ、高校生ワークキャンプ、子ども地域体験事業、高齢者会食サービス、福祉教育など様々な事業での参加者の送迎や荷物の運搬に有効に使用することができます。募金をしてくださった多くの皆様の、温かいお気持ちを胸に大切に使わせていただきます｡本当にありがとうございました！！

ボランティア団体や福祉施設の方へ
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～みんなが社会の一員として包み支え合うしくみづくり～

赤い羽根 地域ふれあい支え合い助成事業

サロンで使う公民館の
トイレ改修

サロンさつき
サロンで使うマイク・
アンプセット

サロン大堀山

この度、「赤い羽根共同募金」の助成をいただき、ワイヤレスマイク・アンプを購入させていただきました。大堀山サロンは、3つの区が合同で行っているふれあいサロンです。これまで使用していた機材は古くなり故障も多くて困っていましたが、今回の助成をいただき、新しい機材になったおかげでサロンの参加者からも「よく聞こえる」と満足の声もあがっております。

今後も、参加者もボランティアも楽しめるサロンを目指して頑張っていきたいと思います。本当にありがとうございました!

サロン大堀山
「サロン活動で大活躍です！！」

問合せ先：伊豆市共同募金委員会　TEL:83-3013

平成２６年度も「地域ふれあい支えあい助成事業」同様の助成が予定されております。
サロン活動における資機材や、サロン活動で使う公民館のトイレ改修（自治会所有に限
る）等、様々な活用ができます。申請受付期間は毎年５月～７月となっておりますので
助成要綱ができ次第、ご案内させていただきます。

ありがとうメッセージ
地域ふれあい支えあい助成事業助成先からの

平成２５年度は
下記２箇所のふれあいサロンが助成を受けました。

この度、 赤い羽根共同
募金の助成をいただき「

サロ

ンさつき」で使用して
いる本立野公民館のト

イレを

和式から洋式に改修す
ることができました。

これま

では和式トイレしかな
く、参加される高齢者

の方が

不安に感じたり、トイ
レが心配だから参加を

見合わ

せるようなことがあり
ましたが、洋式に改修

するこ

とでより快適に、そし
て楽しいひとときをす

ごせる

ようになりました。お
かげさまで子どもから

高齢者

までたくさんの区民の
方が利用するトイレを

改修

でき、公民館の利便性が
向上いたしました。

ご寄付いただいた皆さ
ま、本当にありがとう

ござい

ました。

施工前
施工後

サロンさつき
「快適なトイレで楽し

いひとときを」
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