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赤い羽根共同募金運動にご協力
ありがとうございました！

～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～
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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

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。

６,４７９,８７７円



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。

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。

６,４７９,８７７円

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。

戸別募金 法人募金６８事業所 その他募金 街頭募金+ + +

修善寺地区
区町内会名 金　額 区町内会名 金 額
大　　沢 ¥23,800 田　　代 ¥23,100 
堀　　切 ¥21,500 奥　　野 ¥2,000 
山　　田 ¥11,900 駅　　前 ¥262,800 
熊　　坂 ¥294,700 柏 久 保 ¥146,500 
瓜 生 野 ¥59,500 古　　川 ¥27,000 
横　　瀬 ¥58,400 年　　川 ¥38,000 
大　　下 ¥18,000 大　　野 ¥62,000 
半 経 寺 ¥70,000 ニュータウン ¥10,000 
下 神 戸 ¥14,100 藤 ヶ 平 ¥1,800 
中 神 戸 ¥73,500 富士見平 ¥30,000 
上 神 戸 ¥19,600 セザール ¥5,000 
小　　坂 ¥17,400 嵯峨自治会 ¥5,600 
弁 天 町 ¥10,000

牧
之
郷

緑ヶ丘 ¥36,000
小　　山 ¥56,000 芙蓉台 ¥20,100
南　　町 ¥18,200 馬場　宮町 ¥4,000
本　　町 ¥4,800 馬場　西組 ¥11,200
遊 覧 町 ¥7,700 馬場　東組 ¥10,500
桂　　町 ¥21,600 馬場　台組 ¥16,800
芝 山 台 ¥21,000 中峯上 ¥23,000 
中　　里 ¥45,000 中峯下 ¥26,600 
紙　　谷 ¥49,000 沖の原 ¥40,000 
北　　又 ¥32,200 峰 ¥40,800 
湯　　舟 ¥17,500 根岸 ¥9,900 
雇用促進 ¥1,200 田沢　上組 ¥11,200 
大　　平 ¥94,500 田沢　下組 ¥15,400 
本 立 野 ¥240,000 レジデンツァフェリーチェ ¥7,000 
小 立 野 ¥46,200 ウッディービュー ¥2,800 
日　　向 ¥48,000 伊豆森林組合 ¥10,500 
加　　殿 ¥123,900

中伊豆地区
区町内会名 金　額 区町内会名 金　額
地 蔵 堂 ¥33,000 関　　野 ¥25,500
原　　保 ¥80,100 元　　村 ¥60,200
菅　　引 ¥39,900 清　　水 ¥20,400
中 原 戸 ¥13,500 西 ¥30,000
戸 倉 野 ¥44,800 上 和 田 ¥32,900
姫 之 湯 ¥19,500 小　　川 ¥109,100
貴 僧 坊 ¥12,500 ニューライフ ¥20,300
筏　　場 ¥53,200 冷

　
川

持越 ¥19,600
梶　　山 ¥35,700 向 ¥12,800
城 ¥80,600 堰 ¥31,000
八　　幡 ¥205,100 下尾野 ¥21,700
梅　　木 ¥59,500 徳

永
徳永南 ¥30,100

柳　　瀬 ¥28,400 徳永東 ¥19,600
宮　　上 ¥19,600 パールタウン自治会 ¥20,112
大 幡 野 ¥3,000 友だち村 ¥15,000
沢　　口 ¥10,400

天城湯ヶ島地区
区町内会名 金　額 区町内会名 金　額
宿 ¥50,000 田　　沢 ¥48,000
大　　滝 ¥25,500 矢　　熊 ¥25,200
茅　　野 ¥7,000 上 船 原 ¥67,400
長　　野 ¥19,000 下 船 原 ¥79,800
西　　平 ¥68,000 青 羽 根 ¥131,600
金　　山 ¥24,900 本 柿 木 ¥47,550
持　　越 ¥24,600 大平柿木 ¥84,700
市　　山 ¥80,000 松 ヶ 瀬 ¥6,800
門 野 原 ¥49,700 佐　　野 ¥67,600
吉　　奈 ¥19,939 雲　　金 ¥45,500
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 入　　谷 ¥18,895
中　　浜 ¥69,000 小　　池 ¥25,000
平　　野 ¥20,000 松　　原 ¥21,000
屋　　形 ¥50,000 西　　浜 ¥21,550
金　　山 ¥18,200 上　　野 ¥15,500
馬　　場 ¥50,000 中　　島 ¥15,200
水　　口 ¥30,000 長　　藤 ¥8,500
中　　村 ¥36,050 大 久 保 ¥27,900
横　　瀬 ¥13,000 下　　村 ¥44,700
天　　金 ¥12,000 小下田中村 ¥17,600
新　　田 ¥23,900 大 木 山 ¥8,400
平　　石 ¥6,000 菅　　沼 ¥5,800
市営住宅 ¥3,900 坂 の 上 ¥4,800
浜 ¥24,500 米　　崎 ¥10,500
黒　　根 ¥25,200 小　　峰 ¥14,710
出　　口 ¥10,000 藤　　沢 ¥13,300

募金
総額

戸別募金　5,394,406円
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募金にご協力いただいた事業所
（順不同）

街頭募金　82,265円

修善寺地区
㈱飯田工業　様 ㈲中豆製作所　様
日本競輪学校　様 中豆建設㈱　様
㈶日本ｻｲｸﾙｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ　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
㈲伊藤金属総業　様 ㈲塩谷商店　様
㈲磯商事　様 ㈱グリーン土木　様
㈱寺山自動車　様 ㈲上田ゴム工業所上田タイヤ　様
マルサン薬局　様 修善寺温泉旅館組合　様
㈱イズケン　様 修善寺銀行協会　様
森観光ﾄﾗｽﾄ・ﾎﾃﾙｽﾞ&ﾘｿﾞｰﾂ㈱ﾎﾃﾙﾗﾌｫｰﾚ修善寺　様

中伊豆地区
㈱ナカイズ　様 日本エスエルシー㈱中伊豆支所　様
大見管工　様 佐藤建設　様
㈲杉山石油　様 平井板金㈲　様
今野医院　様 伊豆平パールタウン管理事務所　様
㈱佐々木組　様 スペイン料理るびーな　様
中田屋 三枝忠司　様 ケーズキッチン　様
ＪＡ静岡厚生連ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ中伊豆温泉病院　様
㈲伊豆美屋わさび店　様

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 天城小学校　様 伊豆市民生委員児童委員協議会　様
大幡野区有志　様 中伊豆立正会　様 修禅寺　様 天城湯ヶ島地区ボランティア連絡協議会　様
静岡銀行土肥支店　様 静岡銀行修善寺支店　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 スルガ銀行　修善寺支店　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
修善寺郵便局　様 本立野郵便局　様 修善寺温泉郵便局　様 湯ヶ島郵便局　様
青羽根郵便局　様 原保郵便局　様 Yショップ 盛田屋八木沢店　様 ファミリーマート　土肥金山店　様
サイクルスポーツセンター　様 修善寺虹の郷　様 湯の国会館　様 道の駅｢天城越え｣(昭和の森会館)　様
フレンドワークかざぐるま　様 湯の国会館　様 東京ラスク伊豆ファクトリー　様 NPO法人えーる　様
マックスバリュ修善寺駅前店　様 イオンキミサワ修善寺店　様 ありがとう　様 グリーンヒル土肥　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 修善寺老人クラブ運動会 伊豆市社会福祉大会 This 伊豆収穫祭＆ＪＡまつり伊豆
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 イオンキミサワ修善寺店　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 ㈲仲原商事　様
弘道寺　様 下船原振興会　様
安藤わさび店　様 山田商会　様
持越報徳社　様 本柿木下組振興会　様
正木商会　様 ㈲稲村工務店　様
今井建設㈱　様 大平柿木報徳社　様
㈱フジトク産業　様 松ヶ瀬振興会　様
地縁団体　上船原振興会　様 雲金振興会　様
㈲鈴和製作所　様 特別養護老人ホーム天城の杜　様
㈱ナカハラ　様 （一財）青羽根振興会　様

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

その他募金　524,124円

法人募金６８事業所　479,082円
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伊豆市での募金のつかいみち

　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。

地域福祉委員会設置事業

　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。

ボランティアセンター事業

　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。

ふれあい食事サービス

広
域
目
標
額

（
今
年
度
申
請
事
業
例
）

アルミ缶プレス機 利用者送迎用の車
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伊豆市での募金のつかいみち 平成２６年度共同募金総額

￥6,479,877
事務費

￥150,000
（募金を集めるための

事務費）

広域目標額

￥1,360,000
（県下の施設・ボランティア
への助成・災害準備金）

　福祉教育実践校事業、こ
ども地域体験事業、小・中
学生福祉体験など小中高
生を対象に福祉への関心
を高めます。

福祉教育事業

　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。

移送サービス事業

　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46地区で運営されています。

ふれあいサロン

社会福祉協議会
事業費

共同募金助成希望額

￥4,969,877
（伊豆市のために使われます）

ふれあいサロンで使う
公民館のトイレ改修

ふれあいサロンで使う
マイクアンプセット

災害発生時のため
災害等準備金
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『今日は何で遊ぶ！！』
天城放課後児童クラブ

　この度、共同募金の助成をいただき、外遊び用の
ホッピング、スクーター、一輪車、竹馬を購入させて
いただきました。
　さっそくグラウンドに出て、真っ先にいただいた
遊具に集まり歓声が上がりました。 上級生から新1
年生まで次から次へと新しい遊具を試し乗りして
います。皆で少しずつ乗りこなし、新しい技を覚え、
暗くなるまで夢中で遊んでいます。
　毎日乗る順番を決めて「今日はこれで遊ぶ！！」
と日々違う遊具を取り合って楽しそうに利用させ
ていただいております。
　赤い羽根共同募金にご協力してくださった方々
に感謝し、大切に長く使わせていただきます。あり
がとうございました。

（平成25年度福祉施設機器整備事業　助成）

『外遊びが待ち遠しい～！！』
中伊豆放課後児童クラブ

　この度、共同募金の助成をいただき、外遊び用の
ホッピング、スクーター、一輪車を購入させていた
だきました。
　外に出ると真っ先にいただいた遊具に集まり、

「見てて！！、見てて！！」と歓声が上がります。
　初めて乗ったホッピングにすっかり魅了され、新
しいワザを見つけたりして競い合ったりと楽しま
せていただいております。
　今までは同じ遊具に集中してしまい、互いに我慢
しあったり遊べずに終わってしまったりとありま
したが、今では帰りたくないなと思えるほど、遊び
に夢中になっております。
　赤い羽根共同募金にご協力してくださった方々
に感謝し、大切に長く使わせていただきます。あり
がとうございました。

（平成25年度福祉施設機器整備事業　助成）

おかげ様で、快適な送迎で施設を
御利用いただけます

特別養護老人ホーム中伊豆
　多くの皆様の善意による赤い羽根協同募金（小川
忠孝老人福祉基金）の助成を受け、おかげ様で懸案
事項でありました送迎車輌の不備が改善され、職員
一同喜んでおります。
　今までも施設に同型〔車イスのまま乗車できる軽
自動車〕が２台ありましたがいずれも走行距離10万
キロを越えている事に加え、車内高が低く利用者に
よっては窮屈な想いをさせてしまうという状況で
した。
　今後はデイサービスやショートスティ・入所者の
病院受診など快適に乗っていただき、おおいに活用
させていただくと共に益々地域福祉の推進に努め
て参ります。
　謹んで感謝申しあげます。有り難うございました。

（平成２５年
度 小 川 忠 孝
老 人 福 祉 基
金　助成）

地域の皆様の強い味方！貸出用大判プリンター
伊豆市社会福祉協議会

　皆さまからいただいた共同募金で、地域の皆様に
お使いいただける貸出用の大判プリンターを購入
いたしました。
　以前使用していたものは老朽化や故障が相次い
でいましたが、今回プリンターを新しくすることが
でき、性能が飛躍的に向上したことで、ボランティ
ア団体や福祉団体等、多くの方に安心して使ってい
ただける環境づくりが整いました。
　また、行事やＰＲに欠かせないポスターや横断幕
も、キレイに早く印刷することができるので、地域
の方々に様々な福祉情報をお届けすることが可能
になりました。
　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。
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『大変ありがたい贈り物です！！』
横天サロン

　「横天サロン」は伊豆市土肥地区の横瀬・天金両区
の高齢者を対象に生きがいのある生活をめざし、伝
統料理作りや情報交換やレクリエーション、講話な
ど、毎月ふれあいサロンを実施しております。参加者
の中には膝や腰の筋力低下が著しい方もおり以前の
和式トイレの使用は困難になっておりましたが、今
回、共同募金の助成をいただきトイレを洋式に改修
することができて、大変ありがたい贈り物となりま
した。これからはトイレを心配することなく喜んで
活動に参加さしていただけると思います。募金をし
てくださった皆様の温かい気持ちを大切に使わせて
いただきます。本当にありがとうございました！！

（平成２６年度地域ふれあい支え合い助成事業　助成）

改修前 改修後

『赤い羽根  助成金でのワイヤレスマイク購入、活用
柏久保ふれあいサロン

　私たちは、高齢者の方々の孤独感の解消に毎月1日地区公民館で、参
加者の関心に合わせ歌を歌ったり、お茶を飲みおしゃべりしたり、ミニ
ゲームなどを行っておりましたが、参加者の高齢化等で、話が聞きづら
くなってきました。
　共同募金（赤い羽根）助成金のことを知り、早速申請しました。
そしてこの10月助成金の交付を受けました。私たち「サロン柏久保」の
参加者及びボランティアの方々も非常に喜んでおります。
　これまで参加者の耳の傍で大きな声で会話していたのが、 嘘のよう
になりボランティアの方々の負担も軽減されました。 何より参加者の
方々が明るくなり、笑顔も以前に増して素敵なものになっております。
　これからますます高齢化により「サロン柏久保」 に参加される方も
増えると思われますが、ワイヤレスマイク設備でますます楽しく活動
していけると思います。
　共同募金（赤い羽根）へ寄付をして頂いた皆様に感謝いたします。

有り難うござ
いました。

『赤い羽根　ありがとう』
月ヶ瀬ふれあいサロン

　赤い羽根さんのお蔭で、月ヶ瀬コミュニティ
センターの和式トイレを、念願のバリアフリー
の洋式トイレに改修することが出来ました。
　当センターは、「ふれあいサロン」の他、各種
の会合や防災活動の拠点として大勢が集まる
場所であり、安心快適なトイレは、何よりもあ
りがたいと皆喜んでおります。今迄、無理に水
分を控えたりしていた人も、これからは安心し
て活動に専念できそうです。
　感謝して、大切に使わせていただきます。

『洋便器でらくらくトイレ』 ありがとう
本柿木ふれあいサロン

　この度は、 赤い羽根共同募金の助成をいただき私
達本柿木ふれあいサロン一同から、厚く感謝申し上
げます。サロンでは、毎月一回高齢者20数名が参加
し、ボランティアのお世話で歌声、軽動作、食事や子
供達と合同交通安全教室、近隣へのバス旅行など多
様な活動をしています。
　こんな時、多目的集会所男性トイレの和式大便器
は負担が大きく大変でしたが、 今回の助成で洋式
ウォシュレット大便器に交換できて、皆大よろこび
です。赤い羽根共同募金に協力下さった皆様本当に
ありがとうございました。

（平成２６年度地域ふれあい支え合い助成事業　助成）

改修前 改修後

「安心・安全」な町づくりへ』　 雲金ふれあいサロン
　今回「共同募金」により地域の要でもある「公民館のトイレ改
修工事（和式を洋式トイレへ ）」に着手する事が出来ました。長
年募金をしてくださっている皆様の温かい善意に心から感謝
申し上げます。
　当サロンでは、地域の交流会や親睦会はもちろんの事、災害時の一時避難場所当幅広く使用する中で高齢
者・子供達を含め多くの地域住民が安心・安全に使用できる環境がさらに整いましたので、今後はより一層の
幅広い活動ができる事と願っております。　　　（平成２６年度地域ふれあい支え合い助成事業　助成）

改修前 改修後

改修前 改修後
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町が元気になる笑顔がふえる
町を思う

誰かの願いが叶う

赤い羽根共同募金　助成金をご活用ください
ボランティア団体や福祉施設の方へ（福祉施設機器整備事業）
福祉施設には今まで送迎用の車や作業等で使用する機器等、様々な助成をさせてい

ただいております。

平成２７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。

サロンや自治会・小地域活動団体の方へ（地域ふれあい支え合い助成事業）
平成２５年度より制度が変更になり地域ふれあい支え合い助成事業となりました。

伊豆市では今まで７つのふれあいサロンが助成を受けております。

平成２７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。

問合せ先：伊豆市共同募金委員会

TEL:83-3013

赤い羽根共同募金は
「じぶんの町をよくするしくみ」です
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