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●年齢・状況に合わせた練習
伊豆ＪＳＳでは、主にボールの蹴
り方や止め方、ドリブルのやり方
などのサッカーの基礎を 遊び感覚

〜６年生までを対象とする『伊豆

カ ー・ス ク ー ル）
』と 小 学 ３ 年 生

る『伊 豆ＪＳＳ
（ジ ュ ニ ア・サ ッ

中〜小 学 ２ 年 生 ま で を 対 象 と す

ル』では、こども園・保育園の年

『伊豆市キッズサッカースクー

●２つのチームを指導

による健康チェックや手洗い、うが

にし まし た。再 開してか ら は検 温

イルス感染症の影響で練習を 休み

４月〜６月までは新 型コロナウ

アップさせた内容になっています。

豆ＪＳＳで 学んだ 基 礎 を ステップ

の正確なシュート』『戦術』
など、伊

は、
『味方への正確なパス』『ゴールへ

私は小学３年生からサッカーを

子どもたちにサッカーを好きに

だ 発 展 途 上 で す。伊 豆 市 に は サ ッ

県ですが、伊豆地区のサッカーはま

パスが繋がりシュートが決まった

たことは数多くありますが、
やはり

指導をしていて良かったと思っ

市から１人でも多くのＪリーガーが

の楽しさを知ってもらい、この伊豆

ら嬉しいです。
多くの人にサッカー

た環境でプレイできるようになった

ンドができて、子どもたちが充実し

瞬 間 は 嬉 し い で す。そ し て 試 合 に

誕生することを願っています。

なども大切にしています。

しいとの思いから、
挨拶や思いやり

けではなく人間的にも成長してほ

うにしています。
また、サッカーだ

経験を生かして実際に実演するよ

は口頭で伝えるだけでなく、
自分の

だな」と感動します。
指導するとき

サッカーを好きになってくれたん

て悔し涙を流す姿にも「ここまで

勝ったときはもちろん、
試合に負け

人になりました。

今後サッカー場がある多目的グラウ

なってもらえるような教室にした

初 人ほどだった児童が今では

カー専用のグラウンドが無いので、

❷❸伊豆SS対サンライズFCの交流試合 ❹年中生もゴールキックの練習に励んでいる

い」
とやり方を工夫したことで、当

❶伊豆市キッズサッカースクールのメンバーたち。年中から小学校2年生まで所属

■
問合せ
伊豆市スポーツ協会
（狩野ドーム内）☎ 87-1611

で練習しています。
伊豆ＳＳの練習

ＳＳ
（サ ッ カ ー ス ク ー ル）
』の ２

いの徹底などの対策をしています。

人の児童

チームに分け、サッカーの楽しさ
を教えています。現在

ト を 得な が ら 運 営していま す。座

始 め て、現 在 も 静 岡 市 サ ッ カ ー

●自身の経験をもとに指導

右の銘は知人の元Ｊリーガーで、現

リーグに現役として参戦していま

が所属していて、保護者のサポー

の

アンダー

在Ｊ２ の モ ン テ デ ィ オ 山 形Ｕ

❹
❺
とき：毎週金曜日 18時30分～19時45分
ところ：修善寺グラウンド
（※雨天時：中伊豆社会体育館での合同練習）

伊豆地域のサッカーの発展を願う

す。サ ッ カ ー ス ク ー ル で の 指 導 は

しおかわたけと

●充実した環境でサッカーを！

＜伊豆SS＞

プレイヤーだからこそ教えられる楽しさ

監督をしている塩川岳人さんの言

35

願うは伊豆市からの J リーガー誕生

６年前に伊豆市スポーツ協会から

10

❶
❸
●

葉「ｅｎｊｏｙ ｆｏｏ ｔ ｂａ ｌｌ

『伊豆市キッズサッカースクール』の秋山さんに聞きました
『サッカー王国』として有名な静岡

とき：毎週金曜日 17時15分～18時30分
ところ：中伊豆社会体育館

秋山 嘉透 さん

依頼されてはじめました。
「もっと

＜伊豆JSS＞

あきやま よしゆき

14
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35

（サッカーを楽しみましょう）
」
です。

伊豆市キッズサッカースクール

❷
●

❺練習試合は体育館でも白熱

１
日（火）・ 日（木）、伊豆総合高校で

伊豆総合高校
書道で医療従事者を応援
８月

２
日（日）、矢熊地区で月ケ瀬学区地域

田んぼアート観賞会で
地域の団体が演奏
８月

３

ボランティアで
水栓コマを取り替え

禍で奮闘する医療従事者を応援するため、書
で、田んぼアートには今年は

種類の稲を使

が 行 な わ れ ま し た。昨 年 か ら 始 ま っ た 試 み

づくり協議会による『田んぼアート観賞会』

の水栓コマを新品に交換しました。教育環境

レや手洗い所、外流しなど１６０箇所の蛇口

ティアで行ないました。組合員６人が、トイ

道協同組合が水栓コマの取替作業をボラン

日（月）、熊坂小学校で伊豆市上下水

道 作 品 をＪＡ静 岡 厚 生 連 リ ハ ビ リ テ ー シ ョ
用し、富士山や自転車、
『ＩＺＵ』の文字を表
の整備のために一昨年から始まった活動で、

７月

ン中伊豆温泉病院と伊豆赤十字病院に寄贈
現 し ま し た。イ ベ ン ト に は 天 城 中 学 校 芸 術
これまでに修善寺南小学校と修善寺中学校

人が、コロナ

しました。生徒がメッセージを考え、思い思
部、天城連峰太鼓、飛龍高校和太鼓部が出演

書道の授業を選択する３年生

いのレイアウトで作品を制作しました。中伊

６

コロナ禍を踏まえた
訓練を実施

継続する予定です。

でも同様の作業を行なっていて、来年以降も

地域活性化のため
連携協定を締結

９月 日
（日）、市内の各自主防災会で防災

の適正化に向けた取組みを行ないました。９

適正化旬間に合わせて、市内でも屋外広告物

性化・振興、
国連のＳＤＧｓ（持続可能な開発目

携協定を締結しました。
協定には、
伊豆半島の活

推進協議会と静岡ガスグループが

いきプラザ）』を行ないました。
『避難所運営

伊豆社会体育館）』
『救護所訓練（修善寺生き

イルス感染症を踏まえ、
『避難所運営訓練（中

９月 日
（木）
、県庁にて伊豆半島ジオパーク

５

し、会場内に吹奏楽演奏や太鼓の音が響き渡

日（木）、国の屋外広告物

屋外広告物の適正化
パトロール実施

豆温泉病院の安田院長は、「作品から気持ち

４
日（火）〜

月１日（火）には静岡県、伊豆の国市、函南町

標）
の達成に資することを目的に、
伊豆の食材活

訓練』では、受付時に体調不良者などを専用

９月

と連携して田方地区を一斉にパトロール、屋

用、環境・防災、地域経済貢献、広報の４分野で

スペースに振り分けするスクリーニングを実

訓練が行なわれました。市では、新型コロナウ

外広告物適正化の一環として主要な通り沿

連携事業を実施することを明記、『伊豆の食材活

施し、段ボール型やワンタッチテント式の間

きしだ ひろゆき

年間の連

いの明らかに管理がされていない、簡単に取

用』では静岡ガスのショールームで食に関する

仕切り区画へ誘導する訓練を行ないました。

▲違反広告物の簡易除去の様子

エスディージーズ

り外すことができる違反広告物の簡易除却

▲新型コロナウイルス感染症を踏まえた避難所を設営

を実施しました。

▲調印を終えた岸田裕之社長と菊地豊推進協議会長

６

▲天城連峰太鼓による力強い演奏

10

連続イベントを開くことで合意しています。

じゅんかん

▲外流しの水栓コマの取替作業

りました。

17

が伝わり、心が癒される」と感謝しました。
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９
３

▲中伊豆温泉病院に寄贈された作品
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こども園（教育部・保育部）
・保育園を利用するためには
教育・保育給付認定を受ける必要があります。

●申請書と『入園の手引き』をもらう

こども園
（教育部）

こども園
（保育部）
・保育園

満３歳以上の児童で、教育部分のみを利用する児童

『保育を必要とする事由』が両親共に満たされている児

【教育時間】
８時30分～14時まで

童
保育標準時間：
７時～18時まで

◯妊娠、出産 ◯保護者の疾病、障がい
◯同居または長期間入院などしている親族の介護、
看護
◯災害復旧 ◯就学
◯育児休業取得中に、既に市内こども園・保育園を利
用している子どもがいて、その園を継続して利用
する必要があると市が認めた場合

※保育を必要とする事由の必要量などにより保育時
間が異なります。
※事由のわかる証明などの添付が必要です。
※求職活動での申し込みは、入所後3カ月間
が認定期間となります。
※同居の親族が子どもを保育することができ
る場合、利用の優先度が調整されることが
あります。

◯虐待やDVのおそれがあること ◯求職活動

１月頃

▼
～２月中旬

▼

２月中旬頃

▼

こども園（教育部）
①子どものための教育・保育給付認定申請書
・
・
・園児１人につき１枚
②特定教育・保育施設（こども園１号認定）利用申込書
兼児童台帳
・
・
・園児１人につき１枚
③伊豆市保育園・こども園入所児童の状況票

伊豆市 こども園

●利用調整
利用定員や学区などを考慮し、保育の必要度
の高い順に利用園の調整を行ないます。

こども園
保 育 園
入園申込み開始
■
問合せ こども課 ☎0558（72）9864
入園を希望される人は、
『入園の手引き』
をよく読み、期限内にお申し込みください。
現在、市内の園を利用している人には、
園から継続申込書を配布します。

●利用園の内定

受付期間

入園予定の園で行ないます。

４月中旬頃

①子どものための教育・保育給付認定申請書
・
・
・園児１人につき１枚
②特定教育・保育施設利用申込書兼児童台帳
・
・
・園児１人につき１枚
③【勤務等】証明・申立書２枚（父親１・母親１）
④伊豆市保育園・こども園入所児童の状況票
・
・
・１枚に２人まで記入できます。
⑤意向調査票

お子さんと一緒にご参加ください。

～３月上旬

▼

こども園（保育部）
・保育園

第一希望の園で面接をします。

●１日入園

４月

新規入園の申込みに必要な書類

●認定面接

２月下旬

▼

◯その他上記に類すると市が認める場合

▲こども園・保育園一覧

なりますので、教育部・保育部のご希望をお伝えください。

令和３年

保育短時間：
８時～16時まで

◯就労（勤務時間が保護者ひとりにつき月64時間以上）

こども課・各支所・市内各園にて配布します。申込用紙が異

●受付期間中に『入園申込み』を提出する。

【保育時間】

保育を必要とする事由

令和３年度

新規入園の流れ

11月９日（月）～30日（月）
土日祝除く

９時～17時

●入園
●保育料決定通知等の送付
申込みに関する注意事項

○育児休業中で年度途中の入園を希望する人もこの期
間に申し込みをしてください。
○求 職 活 動での申し込 みは、最後 の 調 整となります。
（入園決定は令和３年３月下旬）

※先着順ではありません。
※期間を過ぎた場合は2次・3次
調整となります。

申込書配布開始日

10月12日(月)～
こども課・各支所・各園で配布します。

○市外の園を希望する人は、園所在地の受付期間をご

申込書提出先

自身で確認し、その締め切りの２週間前までにこども

こども課・各園

課に書類を提出してください。

※郵送では受け付けていません。

※各園・各支所での受付不可

検索

2020. 10

（月ケ瀬408-1）
☎0558（85）2030
受入年齢／２カ月～

認定こども園あゆのさと
（柏久保1309）
☎0558（72）1740
受入年齢／２カ月～

土肥こども園

（土肥665-26）
☎0558（98）0228
受入年齢／満１歳～

修善寺東こども園

（加殿22-1）
☎0558（72）1404
受入年齢／８カ月～

熊坂こども園

（熊坂426）
☎0558（72）1741
受入年齢／満１歳～

修善寺保育園

（修善寺3230-6）
☎0558（72）1748
受入年齢／８カ月～

市内施設
紹介

7

あまぎ認定こども園

市内には、こども園・保

（八幡282-1）
☎0558（75）2810
受入年齢／２カ月～

育園あわせて７つの施設

があります。

なかいず認定こども園

2020. 10

6

新型コロナウイルスとインフルエンザの
同時流行が予想されるこの冬を前に！

10 月開始

インフルエンザ予防接種を早めに受けましょう
主に 65 歳以上の高齢者、基礎疾患を有する人、妊婦、乳幼児、小学校低学年
■
問合せ 健康支援課 ☎0558（72）9861
新型コロナウイルス感染症拡大の収束が見えない中、冬季にむけてインフルエンザの流行も心配され
ます。感染症流行時期を前に、できる限りの備えをしましょう。

予防
対策

ワクチンには発症をある程度抑える効果や重症化を予防する効果がありますが、接種をしても
かかる場合があります。予防接種と併せて、こまめな手洗いやうがいなど、日頃の予防と、十
分な栄養と休養を取るなどの体調管理を行なうことも予防の秘訣です。

予防
接種

ワクチン接種による予防の基本は、流行前に受けることです。
ワクチンの効果を考え 12 月上旬
までに接種することをお勧めします。
かかりつけ医がいる人は、医師とよく相談して体調の良い
時に受けましょう。

あまりよくない

『令和７年度日向地区への開校』について、
まあ良い

アンケートを行なったところ（０歳～ 15 歳までの
い・まあよい』という回答をいただきました。

0

60

8 5
% %

学校再編成

80

100

検索

７年度
開校

（引っ越し）

インフルエンザ予防接種が
1,200円で受けられます

６年度

移っていく予定です。

建築工事

に基本設計を完了し、来年度には実施設計に

かかりつけ医で早めの
接種をお願いします

40

５年度

た設計となるよう、作業を進め、令和２年度中

受けましょう。

よくない

令和２年９月に建築基本設計の業者が決定しました。

分な広さをもったグラウンド』などが反映され

体調の良い時に接種を

あまり良くない

43%

20

詳しいことは、市ホームページで見ることができます。
伊豆市
資料が必要な人は学校教育課にご連絡ください。

学校』『意欲的に学べる居心地の良い校舎』『十

医師とよく相談し、

まあよい

44%

保護者を対象、５月実施）、87％の方々から『よ

『活力ある学校』『特別支援や防災に配慮した

65歳以上

よい

良い

造成工事

2020. 10

よくない

４年度

9

計画を進めていきます。

実施設計など

【医療機関】
伊豆市、伊豆の国市、函南町の指定医療機関
※上記以外の市町の医療機関で接種を希望される人
は、接種を受ける前に健康支援課にお問い合わせくだ
さい。

るとともに、市民の皆さんからも『応援したい学校』と、感じていただけるような新中学校となるよう、

３年度

【接種方法】
①事前に希望する医療機関へ、ワクチンの有無を電話な
どで確認してからお出かけください。
②『予診票』
は医療機関にありますので、必要事項を記入
してください。
※順天堂大学医学部附属静岡病院で接種される人には
個別に予診票をお渡ししますので、健康支援課または
各支所にお問い合わせください。

開校まで約４年半となりましたが、生徒が『通いたい学校』、保護者が『通わせたい学校』であ

基本設計など

【持ち物】健康保険証、自己負担金（1,200円）

■
問合せ 学校教育課 ☎0558（83）5470 FAX：83-5498 MAIL：chugaku-plan@city.izu.shizuoka.jp

２年度

10 月 1 日
（木）
～令和 3 年 2 月 28 日
（日）

建設計画を進めています！

作業内容

【接種期間】

新中学校建設計画は今！ vol.2

令和

【補助対象】
接種日に伊豆市に住民登録があり、下記のいずれかに当てはまる人
•65歳以上の人
•60～64歳で、心臓・腎臓・呼吸器・免疫機能のい
ずれかに、日常生活が極度に制限される程度の障が
い（身体障害者手帳１級相当）を抱えている人

教育委員会だより

開校までのスケジュール ▶
アンケートのご意見にお答えします。

Q
Q

３中学校統合により活気あ
る楽しい学びの場所であ
り、多くの友人と、コミュ
ニケーション能力を身につ
ける場所であるのか。

建設予定地は、過去に災害
はなかったのか。災害時の
避難場所としてどうなの
か。

A
A

教室での学習はもちろん、図書室とパソコン室が融合した
情報メディアセンターで ICT
を生かした授業ができ、ま
た、市内小学校、土肥小中
一貫校とオンラインで連携
をとりながら、いつでもどこ
でも学ぶことのできる環境
を整備します。
新中学校建設予定地は、安全な場所であると考えます。生
徒は迎えが来るまで安心して待機でき、地域の人も安全に
避難できる場所です。

2020. 10
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■
問合せ 東京オリンピック・パラリンピック推進課 ☎0558（74）2020

東京2020大会の
競技日程が決定しました！

（公財）東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会から、東京2020大会の新たな競
技日程が発表されました。
伊豆市で行なわれる自転車競技（トラックレース／マウンテンバイク）の日程をお知らせします。

オリンピック【全体日程：2021年７月23日（金）～８月８日（日）】
とき

競技（会場）

マウンテンバイク
（伊豆マウンテンバイク
コース）

主な種目

7 月 26 日（月）

15 時～ 17 時

7 月 27 日（火）

15 時～ 17 時

８月２日（月）

15 時 30 分
～ 18 時 30 分

女子チームスプリント

８月３日（火）

15 時 30 分
～ 18 時 10 分

女子チームパーシュート
男子チームスプリント

８月４日（水）

15 時 30 分
～ 19 時

男子チームパーシュート

８月５日（木）

15 時 30 分
～ 18 時 50 分

８月６日（金）

15 時 30 分
～ 19 時 15 分

トラック・レース
（伊豆ベロドローム）

男子クロスカントリー
女子クロスカントリー

10月18日（日）は

伊豆市議会議員選挙の投票日
■
問合せ 選挙管理委員会事務局 ☎0558（72）9869

投票
できる人

①平成14年10月19日以前に生まれた人
②令和２年７月10日以前から伊豆市に引き続き住んでいる
（住民登録がある）人

■主な日程

期日前投票所をご利用ください

10 18

○告示日 10 月 11 日（日）
○投票日
とき／ 10 月 18 日（日）7 時～20 時
（土肥地区は 19 時まで）
ところ／市内 28 投票所
○開票
とき／ 10 月 18 日
（日）21 時～（即日開票）
ところ／伊豆市民文化ホール
（生きいきプラザ内）

投票日当日に仕事や旅行などの予定があり、投票所で
の投票ができない場合や新型コロナウイルス感染症へ
の感染が懸念される場合、期日前投票をすることができ
ます。
『投票所入場券』をお持ちになって期日前投票所へ
お出かけください（期日前投票はお住まいの地域にかか
わらず、いずれの期日前投票所でも投票できます）。
なお、期日前投票を行なう場合は、投票所の開設日に
ご注意ください。

新型コロナウイルス感染症対策にご協力お願いします

女子ケイリン
男子オムニアム

投票の際の有権者へのお願い

女子マディソン
男子スプリント

◯投票所へ来場する前とその帰宅後には、手洗いとうがいをお願いします。

８月７日（土）

15 時 30 分
～ 18 時 25 分

男子マディソン

◯投票所では消毒済の鉛筆を用意しますが、ご自分で持参した鉛筆の使用も可能です。

８月８日（日）

10 時
～ 13 時 15 分

女子スプリント
女子オムニアム
男子ケイリン

パラリンピック【全体日程：2021年８月24日（火）～９月５日（日）】
とき

８月 25 日（水）

８月 26 日（木）

競技 ( 会場 )

10 時
～ 15 時 25 分

女子 C 3000m パーシュート
男子 B 4000m パーシュート

10 時
～ 16 時 40 分

８月 27 日（金）

10 時
～ 16 時 30 分

８月 28 日（土）

10 時
～ 13 時 15 分

主な種目

トラック・レース
（伊豆ベロドローム）

女子 B 1000m タイムトライアル
男子 C 1000m タイムトライアル
男子 C 3000m パーシュート
女子 C 500m タイムトライアル
男子 C 1000m タイムトライアル
男子 C 4000m パーシュート
男子 B 1000m タイムトライアル
女子 B 3000m パーシュート
混合 C 750m チームスプリント

※パラサイクリングでは、障がい者の種類と使用する自転車によってクラスが分けられています。
C:切断、機能障害、麻痺などの四肢の障がい B:視覚障がい
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投票所の密を避けるため、積極的に期日前投票をご利用ください

2020. 10

◯投票所内でのマスク着用や咳エチケットにご協力ください。
第 16 投票所の変更のお知らせ
■期日前投票所 開設時間／８時 30 分から 20 時まで
投票所

第 16 投票所が『旧大東小学校体育館』から
『旧大東保育園』に変更となります。

12（月） 13（火） 14（水） 15（木） 16（金） 17（土） 18（日）

生きいきプラザ
中伊豆支所
天城湯ケ島支所
土肥支所
修善寺駅

◯

◯

◯

◯

◯

◯

◯

◯

◯

◯

◯

◯

◯

◯

投
票
日

至修善寺
冷川 I.C

イン

カイラ

伊豆ス

コンビニ

旧大東保育園

12

至伊東

59
12

（冷川292）

至伊東

投票日当日は期日前投票所は開設されていません。投票入場券に記載されている投票所で投票を行なってください。

選挙公報をお届けします
『選挙公報』を新聞折り込みで配布するほか、

投票入場券を郵送します
投票日当日に選挙権を有する人には『投票入場

本庁、支所および市内のコンビニにも備え置き

券』
を発送します。

ます。
公報が届かない場合は郵送しますので選

※入場券が届かない、紛失してしまったなどの理由により、
入場券をお持ちにならない場合でも選挙人名簿に登録
され、投票日当日に選挙権を有する人であれば投票する
ことができますので、投票所にて申し出てください。

挙管理委員会事務局までご連絡ください .。
折り込み予定日

10 月 14 日（水）朝刊

2020. 10

10

防 災 1
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■
問合せ 防災安全課 ☎0558（72）9867
駿東伊豆消防本部第二方面本部 ☎0558（76）2280

身近なごみの問題に取り組めば、伊豆市はもっと美しくなる

不法投棄は犯罪です！
■
問合せ 環境衛生課 ☎0558（72）9857

秋季全国火災予防運動が 11 月９日（月）から 15 日（日）までの期間において

実施されます。日頃から『火の用心』に心がけ、火災のない、安全で、安心でき

不法投棄は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律に基づき、個人では最大で懲役５年や1,000

る町づくりを目指しましょう。

万円、法人では最大３億円の罰金刑があり、汚染された環境を取り戻すことが容易ではない重大な

この運動は、火災の発生しやすい気候となる時期を迎えるにあたり、火災予防思

犯罪行為です。また、個人又は事業所で所有する土地に不法投棄されたごみの処分は、不法投棄し

想の一層の普及を図り、火災の発生を防止し、高齢者などを主とする死者の発生を

た犯人が見つからなかった場合は、その土地の所有者が処理しなければなりませんので、不法投棄

減少させ、財産の損失を防ぐことを目的としています。

されないように侵入防止柵などを設置し、所有している土地の管理をお願いします。

2020 年度全国統一防火標語

市では不法投棄対策を行なっています！

『その火事を 防ぐあなたに 金メダル』

○不法投棄防止フェンスの設置や移動式監視カメラの設置

住宅防火 いのちを守る ７つのポイント『３つの習慣・４つの対策』

〇ストーブは、燃えやすいもの
から離れた位置で使用する。

〇ガスコンロなどのそばを離れ
るときは、必ず火を消す。

〇逃げ遅れを防ぐために、住宅用火災警報器を設置する。

〇寝具、衣類及びカーテンからの火災を防ぐために、防炎品を
使用する。

〇火災を小さいうちに消すために、住宅用消火器等を設置する。
〇お年寄りや身体の不自由な人を守るために、隣近所の協力体
制を作る。

〇住宅防火対策の推進

が、投棄した者が不明の場合で、ごみの量が多く個人では処理できない場合に、
『地元区民の方に協

〇特定防火対象物等における防火安全対策の徹底

力してもらい不法投棄されたごみを回収し、分別し、公民館などへ運んでいただければ、そのごみの

〇多数の者が集合する催しに対する火災予防指導

ら、区長、
自治会長を通じて環境衛生課へご相談ください。

〇乾燥時及び強風時の火災発生防止対策の 〇製品火災の発生防止に向けた取組みの推進
推進

〇放火火災防止対策の推進

等の徹底

消防団の活動
期間中は夜警の実施、20 時にサイレンを鳴らします。※火災と間違えないようにお願いします。

住宅用火災警報器について
電池内蔵式の住宅用火災警報器は、電池の寿命は購入から約 10 年と言

われています。電池の寿命が近づくと、正常に作動しない可能性がありま
すので、早めに新しい住宅用火災警報器に交換をお願いします。

令和２年度 伊豆市消防団秋季演習は中止します
11 月 1 日（日）に開催を予定していた伊豆市消防団秋季演習は、新型コロナ

ウイルス感染症拡大防止の観点から、開催を中止することとしました。

2020. 10

『市民協働による不法投棄回収事業』を
市内不法投棄回収と環境美化のため実施しています！

平成27年度から

個人所有地に不法投棄が発生した場合は、所有者自らがごみの処理を行なうこととなっています

目標

13

しかし…
対象は道路や市有地となっていることから、
市内不法投棄回収と環境美化のため・
・
・

４つの対策

３つの習慣
〇寝たばこは、絶対にやめる。

○非常勤職員による不法投棄の監視・回収

処分を市が行なう。』という事業です。不法投棄が多くて困っている場所が地域の中にありました

令和元年度の市内の不法投棄回収結果
合計 11,256kg（昨年比 -3,054kg）

※清掃センターで処理
できないごみ

■家電製品

燃やせるごみ

5,500kg
電池寿命
10 年

■その他
5,250kg

缶

264kg

ビン

156kg

ペットボトル

86kg

（家電リサイクル法対象4品目）

◯テレビ ９台
◯洗濯機・乾燥機 ０台
◯冷蔵庫・冷凍庫 ６台
◯エアコン
１台
が回収されました。

皆さまのご協力により着実に不法投棄が減っています
不法投棄を防ぐためには、市民の皆さんの目による監視が何より大事です。
引き続き、市内から不法投棄が無くなるようにご協力をお願いします。

2020. 10
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Information

募集

使用済み切手で医療援助

ー伊豆市結核予防会ー

使用済み切手は、収集家が買い取ることで収益と
なり、主に東南アジアの健康に恵まれない人への医
療援助資金に当てられています。
【使用済み切手の集め方】
①切手の周囲5mmから10mmほどを消印が入るよ
うに切ってください。
②日本切手と外国切手は分けてください。
③枚数は数えなくて良いです。
【回収窓口】
・健康支援課（生きいきプラザ２階）、土肥支所、天
城湯ケ島支所、中伊豆支所
・今年度の社会福祉大会では、新型コロナウイルス
感染症の影響で回収は行ないません。
問合せ
伊豆市結核予防会事務局（健康支援課）☎72-9861

お知
らせ

Information

歯周病検診を受けましょう

歯周病は静かに進行し、歯の喪失につながります。
さらに、放置すると全身に悪影響を及ぼします。年に
一度の検診を受けましょう。
対象／19歳以上の人 期間／11月末まで
受診先／検診まるわかりガイド14ページをご覧くだ
さい。
受診方法／希望する指定歯科医院に予約して受診し
てください。
持ち物／受診券シール、保険証、自己負担金500円
問合せ 健康支援課☎72-9861

お知
らせ

思春期歯科検診も実施中！

事前に指定歯科医院へ予約のうえ、６月に送付した
『思春期歯科検診票』
（黄色）を持参して受診してく
ださい。各自に合わせたブラッシング指導も受けられ
ます。自覚症状がなくても治療が必要なむし歯が見つ
かることがありますので、ぜひお早めに！
（指定歯科医院は歯周病検診と同じです）
対象／平成14年４月２日～平成15年４月１日生
期間／令和３年３月末まで 費用／無料
問合せ こども課☎72-9850

募集
お知
らせ

ラストページまで駆け抜けて

ー2020 第74回 読書週間ー

読書への関心を高め、本を読む機会づくりとなるよ
う、期間中市内図書館では、ブックカバーとしおりを
配布します。また、読書週間にあわせたイベントなど
を開催します。
とき／10月27日(火)～11月9日(月)14日間
問合せ 修善寺図書館☎72-9868

2020・第 74 回

読書週間

ラストページまで
駆け抜けて

市民健康講座参加者

ー血管若返り教室のお知らせー
動脈硬化で硬くなった血管が生活習慣を改めるこ
とでしなやかさを取り戻せるよう、食事や運動の体験
を通して楽しく学ぶ市民対象の教室です！
とき／11月12日(木)、12月２日（水）、12月23日（水）
３日間とも13時30分～15時まで
ところ／生きいきプラザ
内容／講話、運動実践、血管年齢測定
講師／
の だ きよひと
１日目：医師の講話（大和堂医院 野田 聖一医師）
２日目：市管理栄養士・保健師
３日目：健康運動指導士
参加費／無料
定員／20人（先着順）
申込開始／10月26日（月）から 定員になり次第締切
電話、FAX、メールにてお申し込みください。
問合せ・申込み 健康支援課☎72-9861
FAX：72-1196
MAIL：kenko@city.izu.shizuoka.jp
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募集

子育ての悩みを一緒に解決

伊豆市役所からの

ー子育て講座『ほっと』の参加者ー

お知らせ

子育ての中で心配や悩みをお持ちのお母さん・お父
さんが、子どもとの接し方や言葉かけのコツを学ぶ全
４回のシリーズ講習です。
おがわ ふみこ
講師／伊豆の国市家庭教育支援員 小川 文子さん
とき／第１回 11月12日(木)
第２回 11月26日(木)
第３回 12月 ３日(木)
第４回 12月17日(木)
※各回とも９時30分～11時30分
ところ／生きいきプラザ
対象／市内在住の就学前のお子さんを持つ保護者
(先着15人)
参加費／無料
申込締切／10月16日(金)

市役所へのお問い合わせは、原則
平日8時30分から17時15分まで
（年末年始を除く）。
伊豆市の市外局番は0558。
○伊豆市情報メール
イベント・災害情報など発信中。
いざというときのためにも今から登録！
○伊豆市公式SNS
Facebook,Instagram,Twitter,LINE
やってます。
いいねやフォロー、お願いします！

問合せ・申込み こども課☎72-9870

開催

創業セミナーを開催します

中小企業診断士、金融機関の担当者をお招きし、
経営、財務、人材育成、販路開拓に関する知識が身に
つくセミナーを開催します。
対象／伊豆市内で創業したい人、創業後間もない人、
第二創業を目指す人
とき／10月28日（水）・31日（土）９時～17時
両日同じ内容ですので、どちらか一日の参加で構いま
せん。
ところ／市役所別館
受講料／無料
特典／セミナーを受講し、市から証明書の発行を受け
た人は創業の際に国からの支援を受けることができ
ます。
10月21日（水）までに電話またはQRコードからお申
し込みください。
問合せ・申込み 観光商工課☎72-9911

▲伊豆市情報メール

お知
らせ

▲伊豆市公式SNS

10月は里親月間です

子どもたちは、温かい家庭生活を提供してくれる里
親を求めています。
里親とは／さまざまな事情によって家庭で養育され
ることが難しい子どもを、自分の家庭に迎え入れ、
温かい愛情と正しい理解をもって養育する人のことを
『里親』と言います。
里親になるには／子どもの養育について理解と熱意
をもち、豊かな愛情をもっていることが大切です。ま
た、県が実施する研修を修了することなどの要件が
必要です。
問合せ こども課☎72-9870
東部児童相談所☎055-920-2085

▲参加申込みフォーム

2020. 10
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Information

お知
らせ

マイナポイント事業を
ご利用ください！

マイナンバーカードとキャッシュレス決済サービス
などを紐づけることにより最大5,000円分のポイント
などが付与されるマイナポイント事業が行なわれてい
ます！
マイナポイント利用の流れは以下のとおりです
①マイナンバーカードの取得
②マイナポイントの予約
③マイナポイントの申し込み（決済サービスの登録）
④申し込んだ決済サービスの利用など
予約、申し込みはスマートフォンや一部コンビニな
どのほか、総務課および各支所でも対応できます（決
済サービスによっては事前登録が必要など、対応でき
ないものがあります）。
問合せ 総務課☎72-1111

お知
らせ

Information

10月は食品ロス削減月間です

もったいない！食べられるのに捨てられる『食品
ロス』を減らしましょう。無駄なく食べきり、環境
や家計に優しい生活を送りましょう。
【食品ロスを減らす工夫】
買物編／
・買物前に、冷蔵庫などの食材を確認
・必要な分だけ買って、食べきる
・期限表示を知って、賢く買う
家庭編／
・食品に記載された保存方法に従って保存
・野菜は冷凍、乾燥など下処理し保存
・残っている食材から使う
・残った料理はリメイクレシピで工夫

開催

今年度は青少年の主張は行なわず、規模を縮小して
の開催します。
とき／11月23日（月・祝）13時30分～15時10分
ところ／伊豆市民文化ホール
内容／
13時30分～開会行事
13時40分～記念行事『伊豆っ子宣言の発表』
14時25分～市町駅伝競走大会選手壮行会
14時45分～表彰、スポーツ・文化・善行・
青少年指導者、チャレンジ百選
15時10分 閉会
※進行の流れは変更となる可能性があります。

問合せ 市民課☎72-9855

募集

安全なところへの
移転費用を補助します！

ーがけ地近接等危険住宅移転事業ー
令和3年度に危険ながけ地にある住宅を、安全なと
ころに移転する費用に対して補助します。
対象／次のいずれかに該当する住宅
①災害危険区域内
②がけ条例で建築を禁止している区域内
③土砂災害特別警戒区域内（レッドゾーン）
補助額／※上限額
①住宅の除却に要する費用（97万５千円）
②危険住宅に代わる住宅の建築や購入のため、金融
機関から融資を受けた場合の借入金の利子に相当
する経費（建物465万円、土地取得206万円、敷地
造成60万８千円）
申込期限／10月末までにお申し込みください。
問合せ・申込み 都市計画課☎83-5206
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11月23日(月・祝)開催の『青少年健全育成大会』に
あわせて、
『伊豆市の子どもにおすすめの本-百選-』
の展示や各図書館の活動紹介を行ないます。
とき／11月22日（日）～23日（月・祝）
ところ／生きいきプラザ ラウンジ
主催／伊豆市子ども読書活動推進委員会
問合せ 修善寺図書館☎72-9868

問合せ 環境衛生課☎72-9857

マイナンバーカードを
まだ取得していない人へ

市民課および各支所にて、申請サポートを行なって
いますので、この機会に申請をお願いします。
また、会社や各種団体などに市民課職員が出向き、
カード申請を行なう『出張申請受付』も行なっており
ます。ご希望がありましたら、お問い合わせください｡

こども読書活動の様子を
ご覧ください

問合せ 社会教育課☎83-5476

開催
お知
らせ

青少年健全育成大会

お知
らせ

▲クックパッド消費者庁キッチン

お知
らせ

集積所ごみの出し方再確認

不適正なごみの出し方の場合、イエローカードが貼
られ未回収となります。気持ちよい生活を過ごすため
にご協力をお願いします。
【集積所ごみの出し方ルール】
①当日の朝８時までに出す
前日から出されると、虫の発生や小動物によって荒
らされる原因になりますのでご協力をお願いします｡
②資源ごみは分別して出す
分別に誤りがあると回収しません。
『イエローカー
ド』のチェック項目を確認し、適正に出すようお願
いします。
③ごみ袋に氏名を記入する
未記入の場合は回収しません。
問合せ 環境衛生課☎72-9857

第３回子育ておしゃべりサロン

子育て中の保護者から気軽に相談をしてもらう『子
育ておしゃべりサロン』を開催します。
子育てがうまくいかない、子どもの悩みや心配事な
ど誰かに聞いてもらいたいと思ったことはありません
か？一人で悩まないで、おしゃべりサロンに参加して
気軽にお話ししましょう。
とき／11月24日（火）10時～11時30分
ところ／生きいきプラザ
対象／市内に住む子育て中の保護者、家族
進行／家庭教育支援員
申込み／必要（当日参加可能）
問合せ・申込み 社会教育課☎83-5476

お知
らせ

10月１日は浄化槽の日

ー浄化槽が守る持続可能な水環境ー
浄化槽を設置しているご家庭は浄化槽の状態を一
度確認してください。
浄化槽は微生物の働きなどを利用し、生活雑排水
をきれいな水にするための装置です。適切に管理され
ないと、正常に機能せず水環境を汚染してしまう恐れ
があります。
浄化槽に関する法律(浄化槽法)で定められている『法
定検査』
『保守点検』
『清掃』は必ず行なってください｡
詳しくは市ホームページをご覧ください。
伊豆市

浄化槽

お知
らせ

新成人へのアンケートを
実施します

三密対策のため、現在、式典会場の検討を行ってい
ます。検討にあたり新成人の皆さんへハガキにて出欠
席を含めたアンケートを実施します。ぜひ、ご協力く
ださい。
成人式／令和３年１月10日（日）
会場／修善寺総合会館もしくは生きいきプラザを検
討中
回答期限／10月16日（金）まで
回答方法／電子申請サービスによる回答、もしくは電話
※ハガキが届いていない場合は、回答期限までにご
連絡ください。
※電子申請サービスで回答する人は、届いたハガキ
のＱＲコードを読み取り、手順に従い、回答してく
ださい。
※成人式は新型コロナウイルス感染拡大の状況によ
り、変更・中止となる可能性があります。
問合せ・申込み 社会教育課☎83-5476

で検索

問合せ 上下水道課☎83-3901
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Information

お知
らせ

心のままアート展2020

沼津特別支援学校、支援学級の児童・生徒や卒業
生のアート作品の展示を、11月１日（日）からオンライ
ンで開催します。
タイトル／オンライン『心のままアート展2020』
日付／11月１日（日）から
作品展ホームページアドレス／
https://kokoronomama.wixsite.com/iroin-art
問合せ
心のままアート展☎090-4194-4499

お知
らせ

行政相談週間
10/19～10/25

お知
らせ

Information

伊豆市内ゴルフ場
スタンプラリー

ゴルフを楽しんで景品を当てよう！市内のゴルフ場
でのプレーごとにスタンプが１つもらえます。異なる
ゴルフ場のスタンプを２つ集めれば応募できます。
期間／10月１日（木）～令和３年１月５日（火）
対象ゴルフ場／天城高原GC、伊豆国際CC、伊豆スカ
イラインCC、伊豆ハイツGC、修善寺CC、中伊豆
GC、フジ天城GC、湯ケ島GC＆ホテル董苑、ラフォー
レ修善寺CC 計９ケ所
景品／市内宿泊補助券、市内特産品、ゴルフ用品（パ
ター、ウェッジ、ボール）、ゴルフプレー券
問合せ 天城高原ゴルフコース☎0557-29-1133
伊豆スカイラインカントリー倶楽部☎83-2222

ー行政相談員をご存知ですか？ー
国の行政に対する皆さんの苦情、要望、問い合わ
せなどを聞き、解決の推進を図るのが総務省の『行
政相談』です。
身近な”窓口”となる『行政相談委員』にお気軽に
ご相談ください。
（秘密厳守、無料）
問合せ 総務省 静岡行政監視行政相談センター
☎0570-090110

募集

中伊豆室内温水プール
膝痛腰痛改善教室

60歳以上で膝痛腰痛などがあり、改善に運動をす
すめられている人のために、膝や腰への負担が少なく
筋力アップできる、水中運動教室を全10回、以下の
日程にて行ないます。
とき／火曜日：10月６・13・20・27日、11月10・17・
24日、12月１・８・15日
金曜日：10月２・９・16・23日、11月６・13・20・27
日、12月４・11日
時間／13時20分～14時
ところ／中伊豆室内温水プールふれっぷ
対象者／おおむね60歳以上で､膝痛腰痛があり運動が
必要な人※治療中の人は医師の許可を得てください｡
受講料／無料（別途：入場料410円）
持ち物／水着・水泳帽・タオル
申込み／電話または、プール受付にてお申し込みくだ
さい。
問合せ・申込み
中伊豆室内温水プールふれっぷ☎75-7575
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▲ゴルフスタンプラリー

募集

修善寺駅ファミリーハロウィン

今年度は、新型コロナウイルス感染拡大防止対策
のため、イベント内容を縮小し、事前申し込み制にて
開催します。
伊豆箱根鉄道(株)が開催するハロウィンイベントに
合わせ、開催します。詳しい内容や申し込み方法は９
月中旬に市内小学校、こども園などに配布する参加
申込書をご覧ください。
とき／10月25日（日）10時～12時
※新型コロナウイルス感染拡大の状況により中止と
なる可能性があります。
ところ／修善寺駅構内および駅周辺
対象／小学生以下100名※参加申込者数多数の場合
は抽選となります。
問合せ・申込み
（一社）伊豆市産業振興協議会☎72-7007

みんなの掲示板
市役所以外のお知らせコーナー

開催

静岡県弁護士会主催
無料法律相談

伊豆市内３会場同時開催にて無料法律相談を行ない
ます。心配事やトラブルなど弁護士に相談ができる良
い機会ですので、この機会にお気軽にご相談ください｡
とき／10月30日（金)13時～16時まで
ところ／
①土肥支所
４階 第２集会室
②天城湯ケ島支所 天城湯ケ島コミュニティセンター
③中伊豆支所
３階 第５会議室
対象／１人30分(各会場先着６人まで)
住所要件なし(伊豆市外の人もご相談をお受けします)
相談内容、限定なし※事前予約制です。
事前予約は、静岡県弁護士会沼津支部が行ないます｡
申込み／10月29日（木）15時まで
問合せ・申込み
静岡県弁護士会沼津支部☎055-931-1848

お知
らせ

伊豆縦貫道 夜間通行止め

道路の修繕などの工事のため、伊豆縦貫道長泉IC
～沼津岡宮ICにおいて夜間通行止めを行ないます。
工事期間中はご迷惑をおかけしますが、皆さんのご
理解とご協力をよろしくお願いします。
規制場所／
伊豆縦貫道長泉IC～ 沼津岡宮IC
（東名沼津IC、新東名 長泉沼津ICから伊豆縦貫道に
入れません）
規制期間／10月19日（月）21時～23日（金）６時
予備日／10月26日（月）21時～30日（金）６時
規制時間／21時～６時(６時～21時は通行できます)
規制内容／上下線通行止め（長泉IC（沼津市方面）、
長泉JCT、沼津岡宮ICを含む）
問合せ
国土交通省 沼津河川国道事務所 道路管理課
☎055-934-2017
沼津国道維持出張所☎055-986-1122

お知
らせ

市民アンケート実施

ー回答にご協力をお願いしますー
市民の皆さんの生活環境や将来に向けたまちづく
りについてのご意見をお聞きし、今後の施策展開に生
かすため、アンケート調査を実施します。
対象／伊豆市在住の20歳以上の人から無作為抽出で
選ばれた1,500人
調査期間／10月５日(月)～23日(金) ※消印有効
内容／対象となった人にのみ、ご自宅にアンケート用紙
が届きますので、回答の上、同封の返信用封筒にて返送
してください。期間内の回答にご協力をお願いします｡
問合せ 総合戦略課☎72-9873

お知
らせ

秋の農作業安全確認運動
実施中 9/1～10/31

ー『ワンチェック・ワンアクションで安全確認』ー
秋は農作物の収穫期を迎え、農業機械を利用する
作業が多くなります。下記の注意事項を確認し、農作
業事故ゼロを目指しましょう。
【チェックポイント】
１．安全キャブ・フレームのあるトラクターの使用
２．シートベルトの着用
３．農業機械の管理・利用は適切に。
４．適度な休息を。
また、鳥獣被害対策に電気柵を設置している場合
は、以下の事項をもう一度確認しましょう。
①見えやすい場所へ危険表示
②電気柵用の電源装置を使用
③30Ｖ以上の電源を使用する場合などは漏電遮断器
を設置
④容易に開閉できる場所へ専用のスイッチを設置
問合せ 農林水産課☎72-9892
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1１月の 予 定

1１月の 予 定
各種相談

相談種類

とき

① 無料法律相談

18日(水)10時〜12時

②

10日(火）9時〜12時
平日9時30分〜17時

③

④

行政相談
職業相談

消費者相談
（随時受付）

ところ

平日8時30分〜17時15分 ※火・水・木・金曜日
9時〜17時15分は消費生活相談員駐在
(月・水・金曜日9時〜16時は伊豆の国市にも駐在)

⑤

障がい者
福祉相談

30日（月）
13時30分〜15時

⑥

人権相談

10日（火）14時〜16時

予約

問合せ

生きいきプラザ 要予約

市民課☎72-9858

市民相談室

要予約

市民課☎72-9858

伊豆市
地域職業相談室
(柏久保)

不要

伊豆市地域職業相談室
☎74-3075

市民課

生きいきプラザ

市民課
不要 (伊豆市消費生活センター)
☎72-9858
不要

生きいきプラザ 要予約

社会福祉課☎72-9863
社会福祉課☎72-9862

内容
①

相続・離婚・交通事故などの相談に顧問弁護士が応じます。お1人様1回限りとなります。

②

国の行政に関する苦情や要望、問い合わせなどを聞き解決を図ります。

③

ハローワーク三島が伊豆市と共同運営する職業相談窓口です。

④

消費生活に関する市民の相談を無料で受け付けています。電話での相談にも応じています。

⑤

障がいに関する相談を予約不要で当番事業所（月ごとに1事業所が担当）が相談に応じます。

⑥

家庭内や地域での困りごと、不当な差別やいじめなどの相談に応じます。

1

日

●肺・胃・大腸がん検診＋特定健診
（生きいきプラザ）

2

月

●図書館休館日（市内図書館）

3

火・祝

4

水

5

●肺・胃・大腸がん検診＋特定健診
（中伊豆ふれあいプラザ）
●肺・大腸がん検診
（マックスバリュ修善寺駅前店）
●修善寺図書館開館延長

木

●肺・胃・大腸がん検診
（生きいきプラザ）

6

金

7

土

8

日

9

月

●２歳６カ月児健康診査
（生きいきプラザ）
●図書館休館日（市内図書館）

10

火

●離乳食教室（生きいきプラザ）

11

水

12

13

金

土

15

日

16

月

17

火

18

水

19

木

20

金

21

土

22

日

公共施設休業日

人口と世帯数
人の動き

市役所 … 土・日・祝日
図書館 … 月曜日
清掃センター … 土（11 時〜）・日・祝日
中伊豆室内温水プール … 月曜日
イズシカ問屋 … 土・日曜日

人口／男：14,352 人

女：15,545 人

● 湯の国会館… 第 2・第 4 水曜日
（祝日の場合は営業）
● 伊豆市資料館 … 木曜日
● 虹の郷 …… 10日（火）

世帯数／ 13,464 世帯

●１歳６カ月児健診（生きいきプラザ）

火

25

水

●健康相談・フッ化物塗布（土肥支所）

26

木

27

金

28

土

29

日

30

月

2020. 10

●修善寺図書館開館延長
●健康相談・フッ化物塗布
（中伊豆ふれあいプラザ）
●修善寺図書館休館日（館内整理）

●図書館休館日（市内図書館）

大仁警察署管内

犯罪発生状況 ( ８月末現在 )

日

医療機関

所在地

電話番号

伊豆の国市
吉田

☎0558(77)1374

伊豆市月ヶ瀬

☎0558(85)1701

8（日） 紀平クリニック

伊豆市柏久保

☎0558(72)5521

15(日) 今野医院

伊豆市八幡

☎0558(75)7050

伊豆の国市浮橋

☎0558(79)1100

伊豆市小立野

☎0558(72)2148

伊豆市柏久保

☎0558(72)0902

1（日） あさいクリニック
3
伊豆慶友病院
（火・祝）

エムオーエー
奥熱海クリニック

23
伊豆赤十字病院
(月・祝)
すずき耳鼻咽喉科
29(日)
小児科

犯罪名

件数

刑法犯

190（－80)

窃盗犯

120（－67)

うち空き巣

13（－8）

うち自転車窃盗

15（＋1)

特殊詐欺

6（±0)
367万円（－312万円)

サギ電話

115（－39)

※（ ）内は昨年比 単位：件（暫定値）

休日当番医は田方医師会のホームページに掲載されています。

転入数／ 40 人 出生数／ ９人 その他：２人 増： 51 人
転出数／ 66 人 死亡数／ 45 人 その他：３人 減： 114 人

365日24時間
（令和2年9月1日現在）

21

●土肥地区幼児健診（土肥支所）

24

※緊急の場合は 119

22(日)

計：29,897 人

●修善寺図書館開館延長

：市民課・税務課窓口延長（本庁）

●市県民税（11 月）、市営住宅・駐車料金（11 月）、保育園保育料（11 月）、国民健康保険税（４期）、
介護保険料（４期）、後期高齢者（３期）………２日
●こども園授業料・給食費（10 月）、水道料金（修善寺地区以外）（11 月）、温泉料金（11 月）
………25 日
●
●
●
●
●

婦人科健診（生きいきプラザ）

●おとなの健康相談
●健康相談・フッ化物塗布
（生きいきプラザ）
●中学生ゲートキーパー養成講座
（天城中学校）

休日当番医
納期限

●図書館休館日（市内図書館）

23 月・祝 ●図書館休館日（市内図書館）

●中学生ゲートキーパー養成講座
（天城中学校）
●修善寺図書館開館延長
●市民健康講座（生きいきプラザ）

木

14

2 次救急指定病院

伊豆赤十字病院 ( 小立野 ) ☎ 0558(72)2148
※夜間・時間外の受診については事前に電話でご相談ください。

▲大仁警察署ホームページ

2020. 10
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伊

豆

市

子

育

て

てキャッチコ
市子育
ピー
伊豆

信

通

伊豆市子育てモバイルの
登録はお済ですか？
ほぼ

保母

はたの

ゆづき

ひろと

波多野

優月ちゃん

大翔ちゃん

子育てモバイルを活用して適切な時期に予防接種を受けましょう

（柏久保）

（湯ケ島）

■
問合せ こども課☎0558（72）9864

『伊豆市子育てモバイル』は、スマートフォン、パソコンなどから、お子さんの予防接種スケジュール、
子育てに必要な情報などを提供し、子育て世代をきめ細かくサポートするサービスです。
使い方は簡単

すぎもと

杉本

さくは

咲空羽ちゃん

すぐろ

勝呂

３歳児健診でむし歯がゼロだったお子さんを紹介します。

（冷川）

ゆうしん

勇心ちゃん

（牧之郷）

■
問合せ こども課 ☎0558（72）9850

お子さんの生年月日、ニックネーム、
メールアドレスなどの入力で登録できます。

【主な機能】
●予防接種管理
接種する・接種した予防接種を入力し、マイワクチンを作成すると、お子さん一人ひとりに
合わせた予防接種スケジュールを自動で作成し、接種日が近づくとメールでお知らせします。
●母子手帳機能
兄弟・姉妹の予防接種日やスケジュールがカレンダー表示され、まとめて確認できます。
お子さんの身長と体重を入力すると、自動でグラフ化され、成長を一目で確認できます。

②③の人については詳細が決まり次第
ホームページにてお知らせします。
やました

山下

まえだ

さくら

前田

桜生ちゃん

はら

そら

原

爽良ちゃん

●利用料金は無料
パケット代などの通信費は、ご自身の負担となります。

瑠玖ちゃん
（大野）

（戸倉野）

（下白岩）

るく

※予防接種でワクチン対象となっている病気は、命や健康に大きな影響をもたらす重大なものばかりで、根本的な治
療がなかったり、後遺症を残すものも少なくありません。そのため、感染症にかかる前に接種することが極めて重要
です。お子さんの体調の良い時に予防接種を受けましょう。

遊びにきてね！

子育て支援センター

「遊べる場所がない」「子育てのことを相談したい」など
気軽に訪れてみてください。皆さんの子育てを応援します！
すずき

鈴木

かわじ

るい

川路

琉生ちゃん

まお

支援センター名称（実施場所）

真緒ちゃん

お 知 ら せ

児童手当支払いのお知らせ

９時～ 11 時

わんぱく広場（修善寺東こども園）

９時 30 分～ 11 時 30 分

すいすい（認定こども園あゆのさと）

９時～ 11 時 30 分

にこにこフロア（土肥こども園 )

９時～ 11 時

いないいないばあ（あまぎ認定こども園）

９時～ 11 時 30 分

ちびっこサロンわらぼ（原保子育て支援センター）

雄太パパ

９時 30 分～ 11 時 30 分
13 時～ 14 時

ひよこくらぶ（なかいず認定こども園）

９時～ 11 時

ママたちがつくる子育て情報誌『Familyizu』
ママ編集者募集！

ひまり

あいあいキッズ（天城湯ケ島支所）

９時～ 11 時 30 分
第 2・4 土曜日 9 時～ 11 時 30 分

『Familyizu』は、ママたちから市内外で子育て中の皆

ほぼ

バト

保母さん家族
みす

三須さん家族
（湯ケ島在住）

ち
一生懸命お姉

ゃん中

元気いっぱい
な伊豆っ子で
す

ゆうた

りか

利加ママ

陽葵ちゃん（１歳）

りの

vol.36

実施時間

こども課からの

▲伊豆市子育てモバイル

のびのび広場（修善寺保育園）

（牧之郷）

（修善寺）

ン
タッ
チ

登録無料！
まずは登録してください。

璃乃ちゃん（０歳）

実施日／月曜日～金曜日。
※修善寺東こども園に子育て支援センターができました。感染症対策のため
5組の親子まで受け付けます。電話予約をお願いします。
※ほかに行事などによりお休みする場合があります。
※その他の支援センターも感染症対策のため時間短縮で行なっています。
詳細については支援センターにお問い合わせください。

温かな周りの人々に囲まれて
夫婦ともに伊豆で育ち授かった２つの命。
大変なこともありますが、今しかできない貴重な体験として、充実
した日々を家族４人楽しく過ごしています。
散歩をしていると近所の方から「可愛いね、大きくなったね」な
ど、声をかけていただき、周りの方々にも愛情をたっぷり注いでもら
いながら、すくすくと優しく元気な伊豆っ子に育っています。
まだまだ自分のことができないお姉ちゃんですが、妹が泣いている
と頭を撫でたり、抱っこしようとしたりと一生懸命あやそうとしてく
れる姿に愛くるしさを感じます。
子どもたちの成長を感じつつ、親も成長していけたらと思います。

愛情いっぱい育ってます

児童手当 10 月定時支払い（令和２年６月～９月分）は
10 月９日（金）に指定の口座に振り込みます。

さんへ伊豆市で子育てを楽しむための情報をお届けする
ための情報誌です。
誌面の企画、取材、撮影、編集を行なってくれる、ママ
編集者を募集します。
『Familyizu』を作ってみたい！というママは、10 月 30

■園庭開放
実施場所

実施日

実施時間

熊坂こども園

毎週水曜日

9時30分～11時30分

日（金）までにこども課へご連絡ください。

『伊豆市子育てモバイル』を活用してます
か？各支援センターの情報や伊豆市の子
育て情報を掲載しています。右記のQR
コードからぜひ登録してください！
やました まの
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NEXT ▶ 山下麻乃さんにバトンタッチ
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災害時の防災情報は
伊豆市情報メール・コミュニティ FM で！
発行
伊豆市

（法人番号：３００００２０222224）

大雨などの災害は警報や注意報など、防災気象情報を活用し早めに対策することで、被害を軽減
することができます。テレビやラジオ、伊豆市からのお知らせなどの気象情報に十分注意してくだ
さい。伊豆市では災害時に情報メール・コミュニティ FM などでも情報を発信していますので、ぜ
ひチェックしてください。

日頃から伊豆市情報メールで行政情報をチェックしよう！
災害時の情報や、観光、イベントなどさまざまな情報をメールでお届けします。
メールで配信した内容は各種ＳＮＳ（Facebook、Twitter など）で同時配信中！
差出人：伊豆市情報メール
宛先：□□□□
土砂災害警戒情報発表
（伊豆市）

企画・編集 〒410-2413 静岡県伊豆市小立野38-2
伊豆市役所総合政策部秘書室 ☎0558
（72）
1187
ホームページ http://www.city.izu.shizuoka.jp

<概況>
降り続く大雨のため、土砂災害
の危険度が高まっています。
<とるべき措置>
崖の近くなど土砂災害の発生
しやすい地区にお住まいの方
は、早めの避難を心がけるとと
もに、市から発表される避難勧
告などの情報に注意してくださ
い。

■配信内容
○防災情報 ○防犯情報
○消防情報
○生活情報 ○イベント情報 ○同報無線情報
→上記の中から知りたい情報が選べます。

伊豆市情報メール
登録サイト QR コード

■登録方法
○『t-izu@sg-m.jp』へ空メールを送信
または
○右記の QR コードを読み取りアクセスした
サイトの手順に従って登録

災害時の情報入手はラジオもご活用ください！
伊豆市は（株）FMIS と『災害時における緊急放送に関する協定』を結んでいます。
災害発生時などはラジオの電波を利用し、情報発信を行ないます。

編集 〒410-2407 静岡県伊豆市柏久保1304
㈱FM IS ☎0558
（74）
0872

87.2MHz

FMIS はパソコン・スマートフォンでも聴くことができます！
FMIS のホームページ
『インターネットラジオ』から

エフエムイズ

伊豆市は、東京 2020 大会自転車競技（トラック・レース／マウンテンバイク）の開催地です。
広報伊豆は、
古紙パルプ配合の再生紙を使用しています。

東京 2020 大会開催日程
■オリンピック

2021年7月23日(金)～8月8日(日)

◯トラック・レース…8月2日(月)～8日(日)

◯マウンテンバイク…7月26日(月)～27日(火)

■パラリンピック 2021年8月24日(火)～9月5日(日)
競技開催まであと

295

◯トラック・レース…8月25日(水)～28日(土)

日 (10 月１日時点 )

