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子どもから大人まで！
幅広い年代が楽しめるスポーツ

伊 豆 半 島 には 数 多 く のゴルフ場

フ 場 協 会 会 長 の原 義 行 さ んにお 話

今 回 は、
一般 社 団 法 人 静 岡 県 ゴル

ナッグゴルフ体験スクール』などを

し く 基 本 を 学 ぶこ と がで き る『ス

クト』や、子どもや未経験者でも楽

がら体験できる『スクールプロジェ

学生、高校生がプロに指導を受けな

ゴルフ特区宣言』と題して、小・中

ています。令和元年度には『静岡県

活動など、さまざまな活動を行なっ

進・保 全 事 業 や ゴルフ競 技 の普 及

し、集まった基金を活用して緑化推

ゴルフ 振 興 基 金への 協 力 を お 願い

来場したプレーヤーの皆さんに、

楽しんでいただけたら嬉しいです。

めるスポーツとして、ご家族一緒に

ら祖 父 母 まで３世 代 が 一 緒に楽 し

数は減ってしまっているので、孫か

です。しかし、全体的なプレーヤー

え、今では全体の３割を占めるほど

プロゴルファー の 活 躍 で 女 性 も 増

あると言われています。また、女子

レー す るので 認 知 症 予 防の効 果 も

解消になり、スコアを数えながらプ

よくボールを飛ばすことはストレス

ちろん、きれいな景色の中で気持ち

さん歩いてダイエットになるのはも

です。
ゴルフは健康にも良く、たく

があ り 、その中で も 伊 豆 市 は一番 多

県内各地で実施しました。中でもス

●さまざまな普及活動

く９カ所ものゴルフ場を有していま

ナッグゴルフはとても好評で、子ど

●ゴルフとともに伊豆を楽しむ

を伺いました。

す 。また、そのほとんどから富 士 山

富士山と海が見えるコースもあり、 なって応援していました。

ゴルフは 前 回 大 会 か ら 競 技 種 目

巡る人 など、ゴルフを 一つの楽しみ

人や、ゴルフをしてから観光名所を

て 、複 数のゴルフ場 を巡って 楽 し む

のホテルや近隣の旅館などに泊まっ

のお客さんの中には、ゴルフ場 併 設

レーしやすくなりました。道具のレ

ルールが 簡 略 化 さ れ、以 前 よ り プ

１ 月 にルール改 正 が あ り、細 かい

メージがあるようですが、平成

年

ゴルフは始めるのが大変というイ

●ゴルフを気軽に、
健康にも効果的

幸いです。

技 と 併 せて 楽 し んでいた だ ける と

に興味を持っていただき、自転車競

で す。伊 豆 市の皆 さんにぜひゴルフ

人が始めるきっかけとなれば嬉しい

なプレーが期待できるので、多くの

に復帰しました。今大会でも魅力的

として 捉 えて 伊 豆 を 満 喫 す る 人 も

ン タルや ゴルフ 教 室 な ど も あ るの

考えています。

多く、
ゴルフは観光の一つでもあると

美しい景色がとても好評です。県外

●東京２０２０大会への期待

もだけではなく、親御さんも夢中に

原 義行さん

を望 むことがで き 、場 所によっては

はら よしゆき

で、ぜひ気軽にお越しいただきたい
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⑤

①市内ゴルフ場からは、きれいな景色と富士山が楽しめる
②子ども達に向けてスナッグゴルフ体験会を開催、楽しくルールなども学べる（修善寺カントリー）
③レストランのバイキング、運動とともに食事も楽しめる（フジ天城ゴルフ）
④ゴルフを楽しんだ後に露天風呂など、伊豆らしさを楽しめる施設もある（湯ケ島ゴルフ）
⑤家族で楽しめるイベントなどを各ゴルフ場で開催（写真：グラスソリイベント、ラフォーレ修善寺）

☎0557-29-1133
☎72-2050
☎83-2222
☎83-3500
☎72-2227
☎83-3200
☎87-0523
☎85-2100
☎72-3311
（中伊豆）
○天城高原ゴルフコース
（修善寺）
○伊豆国際カントリークラブ
○伊豆スカイラインカントリー倶楽部 （中伊豆）
（中伊豆）
○伊豆ハイツゴルフ倶楽部
（修善寺）
○修善寺カントリークラブ
（中伊豆）
○中伊豆グリーンクラブ
（天城湯ケ島）
○フジ天城ゴルフ倶楽部
○湯ケ島ゴルフ倶楽部＆ホテルリゾート （天城湯ケ島）
○ラフォーレ修善寺＆カントリークラブ （修善寺）

伊豆半島のゴルフ場の魅力は美しい景色！

市内９カ所のゴルフ場で構成する
『伊豆市ゴルフ場協議会』では、
スタンプラリーなど、ゴルファーが楽しめるイベントを企画しています。

伊豆市内のゴルフ場一覧（50 音順）

※ゴルフ場によって施設・サービスが異なります。詳細は各ゴルフ場にお問い合わせください。

２
３
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高校生がデザイン！
シャッター・アート

映像・音楽とともに
絵本を朗読

▲作業の様子。完成作品を見にぜひ足を運んでください！

聖火リレールートを
市民が清掃！

☎090-3309-6707

１

左記以外の時間（土・日・祝日を含む）

２月 日
（火）、修善寺駅前商店街の空き店

※高齢者や疾患などがある人は 2 日程度続く場合

24

日（月・祝）、夕鶴記念館で『みんな

強いだるさ
（倦怠感）
や息苦しさ
（呼吸困難）がある

２

月

舗を活用した『シャッターアート』が完成しま

出典：厚生労働省『感染症対策』チラシをもとに作成。

12

20

日（木）
、オリンピック聖火リレー

で 楽 し む 絵 本 コ ン サ ー ト』が 行 な わ れ ま し

隙間がないよう
鼻まで覆う

40

２月

ルートとなる修善寺小学校前から修善寺総合

ゴムひもを
耳にかける

※発熱などの風邪の症状が見られたら、毎日、体温を測定して記録してください。

2020. 4

した。昨年度から伊豆総合高校の生徒が地域

▲夕鶴記念館にちなんだ『つるのおんがえし』の朗読

東部保健所帰国者・接触者相談センターへ連絡してください
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年前から

風邪の症状や 37.5℃以上の発熱が４日以上
続いている
（解熱剤を飲み続けなければならない
ときを含みます）

☎090-7038-4727

た。伊豆文学まつりの一環として

■ もしかしたらと思ったら…

８時30分～17時15分

会館まで清掃活動を行ないました。
市民や市

咳やくしゃみを
手で抑える

正しいマスクの着用

鼻と口の両方を
確実に覆う

平日

の人に協力してもらいながら駅前商店街の調

持病のある人、ご高齢の人はできるだ
け人混みの多い場所を避けるなど、より一
層注意しましょう。

何もせずに咳や
くしゃみをする

学校や施設などでボランティア活動を行な

咳エチケ を行ないましょう！
袖で
口と鼻を覆う

職員など約 人が参加し、落ちているビニー

指先・爪の間を念入り
にこすります。

親指と手のひらをねじり洗いします。 手首も忘れずに洗います。

マスクを着用する ティッシュ・ハンカチ
（口・鼻を覆う） で口と鼻を覆う

20

▲道路脇に落ちているごみを拾いながら歩く参加者

3 つの咳エチケット

咳やくしゃみを手で押さえてはダメ！
触ったものから移るかも

査を行なっており、本年度、２年生９人が賑わ

指の間を洗います。

っている『カズーズと仲間たち』が、映像とギ

洗い・うがが大切！

手の甲を伸ばすよう
にこすります。

ルごみやたばこの吸い殻などを拾い集め、の

まずは手

流水でよく手を濡らした後、
石けんをつけ、手のひらを
よくこすります。

いづく りを目 的にシャッターアートに取 り 組

正しい手の洗い方
ター、ベース、キーボードで奏でられるＢＧ

■ 感染を予防するために

ぼり旗も掲げて聖火リレーの周知も行ないま

の会話などに注意が必要です！

◯飛沫感染と接触感染により感染

みまし た。伊 豆ベロドロームの自 転 車 競 技 を

しかし、閉鎖した空間・近距離での多人数

Ｍ、朗読を合わせた演出で観客を楽しませま

◯強いだるさ
（倦怠感）
を訴える

空気感染は起きていないと考えられています。

した。
これは、東京２０２０大会自転車競技開

◯咳が長引くこと
（１週間前後）

モチーフに、東京２０２０大会自転車競技開

◯発熱やのどの痛み

した。『ごめんねともだち』『ずっとそばに』な

特徴

催まで２００日を記念して、静岡県東部 市

■ 新型コロナウイルス感染症とは？

催地のＰＲにも一役を担っています。

■
問合せ 健康支援課 ☎0558（72）9861

ど、２回公演で９話ずつを披露しました。

町全体で行なったもののひとつです。

新型コロナウイルスの
感染に注意！
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職員採用試験特集

『指示を待たず』
自分で積極的に動く！
どんな仕事をしているの？
現在は東京都内に勤務し、東京2020大会のトラックレース・マウンテンバ
イク競技会場の運営をスムーズに行なえるよう、組織委員会内外の人と運営
に必要な事項の取りまとめや調整をしています。主に観客周りの担当をして
いて、観客誘導や飲食、清掃、輸送などの部署と仕事をすることが多いのです
が、
自分から情報を取りに行って進捗を確認したり、停滞している問題を促し
たりして全体を見ながら作業を進めています。伊豆市役所に入庁し、その半
年後に東京で仕事をするようになるなんて想像もしていなかったので、今で
もビックリです！
ほりおか あずさ

堀岡 梓

副主任

英語枠採用（５年目）
産業部 東京オリンピック・パラリンピック推進課
（勤務地：東京2020大会組織委員会勤務）
伊豆会場全体の調整役を担当し
ています

いろいろな職種の人と机を並べて
どうですか？

伐採した木を確認

観光施設の管理や整備の仕事をしています。現場で業者さんとの立ち会い
や協議などを行ない、事務所に帰って書類を作成するというのが基本的な仕
事です。業者さんは、最初は話しかけにくいなぁと思うこともありましたが、実
はそんなことはなく、優しく接してくれるのでとてもありがたいです。また、管
理の一環として遊歩道のパトロールがあり、倒木や危険箇所がないか確認し
ながら山道をひたすら歩く日もあります。

つちや

まりえ

主事

一般枠採用（２年目・新入職員）
産業部 観光商工課
市営観光施設の管理、活用方
法などを考え、実行しています

伊豆市がこれからも地域の皆さんと魅力的なまちづくりに向かって歩んでいくために
も、
さまざまな想いを持ち市役所で勤務してくれる職員を募集しています。
ご家族・お知り合いの
令和２年度も、５月頃から採用案内・試験を開始しますので、
方にご紹介ください！ ※年度によって、経験者枠・技術者枠は異なります。
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私を変えた
『移住と転職』

ほかに変わったなぁと思うものは？

仕事に対する考え方もガラッと変わりました。一
般企業に勤めていたときは、お客さんは『ビジネ
スパートナー』であり、互いの利益を考えながら
も、
自分の会社の利益を追求することが仕事でし
た。
しかし、市民の皆さんは『ビジネスパートナー』
ではなく、
また市民の皆さんの利益となるように、
それぞれの状況や要望に合ったサービス・対応を
提供することが大事なので、最初は戸惑いました。
今では、
先輩を見習いながら経験を積み、
少しは慣れてきたのかなと思います。

あんざい こうた

安西 航太

副主任

移住・定住枠採用（４年目）
産業部 農林水産課
農林の管理、活用を支援
する仕事をしています

地域の若手と先輩との『橋渡し』
を担いたい

補修箇所をチェック

伊豆市で新たな人生を切り開こう！
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しました

伊豆市に移住して、
ズバリ、何が一番変わりましたか？

現在の仕事は？仕事をしていて思ったことは？

土屋 万理恵

伊豆市役所には、今までのキャリアや住まいを変え、新たな “ ジブン ” を求め、
自ら人生を切り開き充実した毎日を送っている職員がいます。
それぞれ違った想い
を持ちながら、
日々仕事に向き合っている心境を聴きました。

家族の顔を見る時間です。
以前は、東京の自宅から横浜の会社まで、毎日満員電
車通勤で、朝早く夜遅い日々でした。結婚して子どもが生まれ、かわいくて仕方ない
時期も、
まともに子どもの顔が見れず正直寂しかったです。
その頃と比べると職場
が近く、
こども園への送迎もでき、
とても嬉しいです。

『家族』
と
『伊豆市』が好きなんだなと感じます

短大に進学したとき、一度伊豆市を離れま
したが、それ以外はずっと伊豆市で暮らして
います。伊豆市のこの空気や雰囲気が好き
でホッとします。短大時代、一人暮らしでとて
も寂しかったので、家族のいる地元に帰って
就職しようと思いました。休みの日は、友達
や同僚などとも遊び、自分の時間も楽しんで
います。市外にいる友達や後輩も伊豆市に
戻ってきてほしいなと感じます。

■
問合せ 総務課 ☎0558（72）1111

多国籍の人たちと会議

組織委員会にはさまざまな人が集まり、外
国の人もいます。皆さんバックグラウンドが
違うので、考え方や仕事の仕方も違っていて
大変です。
しかし、誰もが『大会の成功』を最
終目標として仕事に取り組んでいるので、無
事大会を成功させられるように頑張ります。

どうして伊豆市が好きなの？

新たな『ジブン』が待っている

現在の仕事は？今後やっていきたいことは？
伊豆市の景観を守り、育てていくための計画・体制を創っていく景観まちづくり
の仕事です。景観には、歴史をつないできた地域の『先輩』の意見は重要で、それ
と同じくらいこれから住み続ける
『若手』の参加が大事だと思っています。そこで、
狭間的な年代である自分が、行政と地域を結ぶ役割を担い、そして自分の住む地
区でも
『橋渡し』をしたいと思っています。

頼もしい！市役所に入って気付いたことは？
スタッフ間でも確認する
『供覧』のシステムが斬新だと思いました。以前は営業
職で、現場での判断は自分の裁量に任されてい
景観ワークショップで説明
て、自由な分自己責任であり、決裁も自分と所属
長ぐらいの確認でした。一方、行政ではスタッフ
間でも確認し、意見を出し合い決裁へと進みま
す。だからこそ時間がかかるんだなと分かりまし
た(笑)。
とはいってもスピーディさは重要なので、
担当としての考え方、責任感を持ち、正確な決断
に努めていきます。

みす

ひろゆき

三須 博之

副主任

即戦力枠採用（３年目）
建設部 都市計画課
伊豆市の景観を良くする
ための計画・体制づくり
をしています

2020. 4
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ちで行なわれる東京２０２０大会に向けて皆さん一
私たちのま
人ひとりができること
掃除や花壇の整備、笑顔でのあいさつな
の
前
の
ど）を１つでもやってみよう！
（自宅

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

～『東京五輪音頭-2020-』～
踊りの先生になりませんか？

～お気軽にご参加ください～

市内
４地区で

『東京五輪音頭-2020-』
練習会を開催します！

東京2020大会まであと100日となり、当大会に何か少しでも
関わりたいと思っている人はいませんか。
皆さんの地区や団体などで、毎年行なっている夏・秋・冬のお祭
りやイベントの中で、
『東京五輪音頭-2020-』を踊って、伊豆市
全体で当大会を盛り上げていきませんか？
踊りに親しんでもらえるよう、市職員が講師となって、映像を見
ながら、参加者全員で一緒に練習をします。

とき・ところ
②５月18日（月）14時～15時 ： 天城会館
③５月20日（水）14時～15時 ： 中伊豆ふれあいプラザ２階会議室
④５月26日（火）14時～15時 ： 土肥支所４階集会室
⑤５月28日（木）14時～15時 ： 伊豆市民文化ホール
⑥５月28日（木）19時30分～20時30分：伊豆市民文化ホール
※①～⑥まで全て同じ内容ですので、ご都合の良い回にご参加ください。

申込み

応募条件

無料

③明るく楽しく元気よく
『東京五輪音頭-2020-ゆうゆう
踊ろう』
を踊れる人

※応募者多数の場合は、面談などを行ない、講師を
決定します。

④誰とでも分け隔てなく、丁寧に接することができる人
⑤当大会開催について十分理解し、積極的に関わりた

対象
伊豆市
在住・在勤・在学の人
ならどなたでも

⑥当課から講師派遣依頼があった場合、可能な限り対
応できる人
⑦当課からの連絡にメールまたはFAXで対応できる人

郵便・FAX・メールで発送（締切：5月１日（金）消印有効）

本庁・各支所で配布・ホームページに掲載して
いる参加申込書を郵便・FAX・メールで発送

締切／４月16日（木）消印有効

応募の後には…

本庁・各支所で配布・ホームページに掲載している参加申込書を

応募していただいた人すべてに、
研修会に参加していただきます。
研修会後、講師として認定する
予定です。

【研修会】
とき／４月25日（土）
９時30分～12時（予定）
ところ／本庁別館２階大会議室
その他／研修会の詳細は、
４月20日以降、当課から郵送
でお知らせします。

講師としての活動予定

Q：
『東京五輪音頭-2020-』
を踊ると、何かもらえるの？
令和元年度に引き続き、令和２年度も、CD・DVD貸し出し時に、
お祭りやイベントなどで踊る人数分のうちわを配布します。
※受付開始：４月１日（水）
※１年間で、
１団体につき最大50枚です（無くなり次第配布終了）。
Q：練習や本番に職員の手伝いはあるの？
当大会に向けて組織委員会や県などとの調整、市としての開催準備などの幅広
い業務を少ない職員で担当しているため、職員の派遣やお手伝いは行なえません。
令和２年度から、認定講師が対応できるよう、講習研修を行なっていきます。5月
以降に派遣希望を受け付ける予定です。

応募方法

いと思っている人

Q：CD・DVDは借りられるの？
東京オリンピック・パラリンピック推進課窓口で貸し出しています。
※数量・貸出期間に限りがあります。

2020. 4

10人程度

②伊豆市在住・在勤の人

地域のお祭りやイベントなどで踊るときには…
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募集人数

①４月１日時点で18歳以上の人

参加費

①５月 8日（金）14時～15時 ： 伊豆市民文化ホール

平成30年の夏から、伊豆市では子どもから大人まで、多くの人たちが『東京五
輪音頭-2020-』
を踊ってきました。
いよいよ東京2020大会自転車競技（トラック・レース／マウンテンバイク）
（以下、
『当大会』
とします。）が開催される今年、より多くの市民の皆さんが踊り
を楽しく踊れるように、伊豆市版『東京五輪音頭-2020-』講師を募集します。
これまでの練習会に参加したことがある人など、ぜひご応募ください。

◯市内イベント ◯市内お祭り
◯市内学校練習会 など

イベントに参加

学校での練習会

△You Tube（動画）

2020. 4
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安心・安定の医療のために

～ その一票 未来を変える 第一歩 ～

４月19日（日）は

－国民健康保険税の税率が変わりますー
国民健康保険は、病気やけがをしたときに安心して医療が
受けられるように、加入者が国民健康保険税を出し合いお互
いに助け合う制度です。

問合せ

伊豆市長選挙の投票日

市民課☎ 0558（72）9856

任期満了に伴う伊豆市長選挙が行なわれます。

県内の保険税水準に合わせていきます

■
問合せ 選挙管理委員会事務局 ☎0558（72）9869

〇県下の水準に引き上げていく必要があります

〇赤字を補てんしている状況
市の国民健康保険は、一般会計からの繰り入れや国

平成 30 年４月に国民健康保険事業は広域化され、

保事業基金の取り崩しによって不足分を補てんし、平

加入者の公平化を図るため『同じ所得・世帯構成なら、

成 28 年度から保険税率の引き上げを据え置いてきま

県内どこに住んでも保険税が同じ』となるよう、県内

したが、医療費は加入者の高齢化や医療の高度化など

の保険税水準の統一化が令和３年度から進められま

により年々増加している一方で、国保税収入は減少が

す。現在、伊豆市は県下で国保税率が低いため、徐々

続いており、約２億円の赤字が見込まれています。

に県下の水準に近づけていかなければなりません。

ご理解・ご協力をお願いします
以上のことから、市では令和２年度の国保税率について、見直しを行ない、加入者の皆さんに
国保税の負担増をお願いすることとしました。
加入者の皆さんには相互扶助を基本とした国民健康保険制度の趣旨に、ご理解とご協力をお願
いします。

令和 2 年度からの税率
単位：円
年

度

区

分

令和元年度（現行）
所得割額

均等割額

平等割額

令和２年度（改定後）
課税限度額

所得割額

均等割額

平等割額

課税限度額

医療保険分
（国保加入者全て）

6.00%

22,200

19,200

580,000

6.55%

25,100

19,200

610,000

支援金分
（国保加入者全て）

2.00%

7,600

7,600

190,000

2.27%

8,900

7,600

190,000

160,000

2.01%

14,800

介護納付金分
（加入者のうち 40 歳以上 65 歳未満） 1.90%

14,800

9.90%

44,600

合

計

①均等割…加入者 1 人当たり

26,800

②平等割…1 世帯当たり

930,000

10.83% 48,800

160,000
26,800

960,000
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①平成14年４月20日以前に生まれた人
②令和２年１月11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
（①②の両方の条件を満たす人）

■ 主な日程

期日前投票所をご利用ください

４ 19

○告示日
とき／４月 12 日（日）
○投票日
とき／４月 19 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／４月 19 日
（日）21 時～（即日開票）
ところ／生きいきプラザ

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、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掛けください（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。
※開設場所は下記のとおり

【期日前投票所（開設場所）】
投票所

4/13( 月 ) 4/14（火） 4/15（水） 4/16（木） 4/17（金） 4/18（土） 4/19（日）

◯

◯

◯

◯

◯

中伊豆支所
天城湯ケ島支所
土肥支所

◯

◯

◯

◯

◯

修善寺駅

◯

◯

◯

生きいきプラザ

◯

投
票
日

③課税限度額…保険税負担額の上限額

選挙公報をお届けします

所得が少ない世帯への国民健康保険税の軽減
世帯の総所得金額が基準以下の場合『均等割額』
と『平等割額』が軽減されます。
世帯主（国保加入者でない場合を含む）と加入し
ている家族の総所得が、国の定める基準額以下の
世帯が対象となり、この軽減を受けるには、前年分
の所得を申告していることが必要です。

■ 投票できる人

『選挙公報』を新聞折り込みで配布するほか、

現在の判定基準所得
軽減対象となる所得の基準

軽減割合

基礎控除額（33 万円）

７割

基礎控除額（33 万円）＋被保険者数× 28 万円以下

５割

基礎控除額（33 万円）＋被保険者数× 51 万円以下

２割

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で、
入場券がない場合でも、投票日当日に選挙権を有す

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

４月 15 日（水）朝刊

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。

2020. 4
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募集

保育教諭を募集します

伊豆市役所からの

保育教諭を募集しています。
募集人数／１人 職種／保育教諭
勤務場所／市内こども園
任用期間／①5月1日(金)〜8月26日(水)
②8月27日(木)〜令和3年3月31日(水)
①と②で職員区分が変わります。
月給／①②ともに163,100円
資格／幼稚園教諭および保育士免許
勤務時間／週のうち５日勤務、１日7.75時間
社会保険等／有 選考／書類審査および面接（4月24日(金)）
申込み／4月17日（金）までに申込書（前職がある人
は職務経歴書）をこども課へ提出
※今回の募集は、令和2年度予算の成立前に行なうた
め、変更する可能性があります。

お知らせ
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。

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。

問合せ こども課☎72-9870
静岡県川奈臨海学園☎0557-45-0509
お知
らせ

飼い主のいない
猫の去勢避妊手術

無責任なエサやりは、不幸な猫を増やすことにつな
がります。去勢避妊手術に補助金がありますので、猫
の数を増やさないようご協力をお願いします。
対象者／飼い主のいない猫に去勢避妊手術を受けさ
せたい市民で手術後、その猫のフンの片付けなどの管
理をできる人
補助金額／手術経費の額(上限5,000円/匹)
※１世帯２匹まで
申請方法／手術をする前に次のものを持参し環境衛
生課で手続きを行なってください。
①認印 ②申請者の住所が確認できるもの
③申請者の口座が分かるもの
問合せ 環境衛生課☎72-9857
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いいねやフォロー、お願いします！

里親サロンで交流・相談

東部里親会では、里親さんたちの交流や相談の場
として、里親サロンを開催しています。関心のある人
の参加をお待ちしています。
とき／４月12日（日）・11月10日（火）
13時30分〜16時
ご都合の良い時間にお越しください。
ところ／修善寺図書館 視聴覚室
その他／伊東市、熱海市、下田市でも開催します。
詳細はお問い合わせください。

■
問合せ 社会福祉課☎0558（72）9863

手話は日本語や英語と同じように、一つの言語であると法律で位置づけられており、
手や指、身体の動き、表情などで表現する『目で見る言語』とされています。

○伊豆市情報メール

問合せ・申込み こども課☎72-9864
開催

は言語って
知っていましたか？
令和元年 12 月５日『伊豆市民が共にあゆむ手話言語条例』制定
ろう者やろう者の言語である手話が正しく理
解され、いつでもどこでも誰とでも自由に会話
ができる伊豆市をつくっていきたいという願い
を込めて、この条例は生まれました。
手話は耳の聞こえない ろう者 が大切に守り、
受け継いできた言語です。ぜひ皆さんも学んで
みませんか？

覚えてみよう！
はじめまして
▲伊豆市情報メール

お知
らせ

よろしく

各種手当額が改定されます

消費者物価指数の変動に伴い、４月から特別児童
扶養手当・特別障害者手当など・児童扶養手当の額
を改定します。
月額／
①特別児童扶養手当：１級 52,500円、２級 34,970円
②特別障害者手当：27,350円
③障害児福祉手当：14,880円
④ 児 童 扶 養 手 当：全 部 支 給 43 ,16 0 円、一 部 支 給
43,150円〜10,180円
【第2子加算額】
全部支給10,190円、一部支給10,180円〜5,100円
【第3子以降加算額】
全部支給6,110円、一部支給6,100円〜3,060円
問合せ
①～③については
④については

伊豆市のみなさんと
手話べり（手話でおしゃべり）
できたらうれしいです

▲伊豆市公式SNS

社会福祉課☎72-9863
こども課☎72-9864

お願いします

はじめて

会う
たがみ てつろう

写真モデル：田上哲朗 さん

おはよう

朝・おきる

あいさつ

こんばんは

こんにちは

「12時」
の形
『12時』
の形

あいさつ

くらい・夜

あいさつ

伊豆市

ありがとう

『い』の指文字

伊豆半島の形

『し』の指文字

学んでみよう！
『こども手話教室』
『中高生手話教室』

手話サークル『かえで友の会』

『伊豆市手話奉仕員養成講座』

毎年市内小学生・中学生・高校生
を対象に開催しています。

ろう者と交流しながら、
楽しく手話を学べます。

毎年 5 月頃に開講している、はじめて
手話を学ぶ人を対象とした講座です。

■
問合せ 社会福祉課
☎0558（72）9863

■
問合せ 伊豆市社会福祉協議会
☎0558（83）3013

■
問合せ 伊豆市社会福祉協議会
☎0558（83）3013

2020. 4
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お知
らせ

4月2日は世界自閉症啓発デー

ー自閉症や発達障がいを正しく理解しようー

4月2日は『世界自閉症啓発デー』、4月２日(木)〜
８日(水)は『発達障害啓発週間』です。自閉症や発達
障がいを広く理解してもらうため、名所旧跡などをブ
ルーにライトアップ、啓発イベント、シンポジウムなど
が各地で開催されます。青は癒しや希望を表す色で、
自閉症や発達障がいを理解するシンボルカラーとし
て使用しています。
自閉症や発達障がいへの理解を深め、当事者だけ
でなく誰もが暮らしやすい社会を目指しましょう！２
日には、青色の物を身につけ、自閉症や発達障がいの
人たちや支援者たちとつながってみませんか。

お知
らせ

Information

風しんクーポン券の送付

第21回静岡県障害者スポーツ大 会『わかふじス
ポーツ大会』の参加者を募集します。
実施競技／
○身体･知的･精神障がい：陸上競技､ボッチャ､水泳 ほか
○知的・精神障がい：ソフトボール
○身体障がい：車椅子バスケットボール ほか
○知的障がい：サッカー ほか
※その他競技、開催日はホームページをご確認ください｡
申込み／4月13日（月）〜5月15日（金）の間に、
個人競技は社会福祉課、団体競技は（公財）静岡県
障害者スポーツ協会に申し込みください。

問合せ 健康支援課☎72-9861

問合せ 環境衛生課☎72-9857
お知
らせ

肺炎球菌の予防接種の助成

公費助成の対象となるのは１人１回本年度限りで
す。対象の人にはご案内をお送りしますので、予防接
種をして肺炎球菌による肺炎を防ぎましょう。
期間／４月１日〜令和3年3月31日（令和２年度）
ところ／伊豆市・伊豆の国市・函南町の医療機関
対象／
①過去に23価肺炎球菌ワクチンを接種したことがない人
②本年度65歳、70歳、75歳、80歳、85歳、90歳、
95歳、100歳になる人
③60歳から65歳未満で、心臓・腎臓・呼吸器・免疫の
機能に身体障害者手帳１級程度の障がいがある人

障がいのある人とそのご家族の日常生活や就労に
関するお悩みについて、相談や情報提供を行ないま
す。どのような相談でもできる限り対応しますので、
ぜひご活用ください。
とき／4月27日､5月25日､6月22日､7月27日､8月24
日､9月28日､10月26日､11月30日､12月21日､令和3
年1月25日､2月22日､3月22日 各日月曜日
13時30分〜15時30分
ところ／生きいきプラザ２階 談話室
その他／予約不要です。直接お越しください。
問合せ 社会福祉課☎72-9863
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家庭から排出される燃えるごみの約３割は生ごみで
す。焼却されるごみの減量を推進するため、対象容器
の購入費用の一部を補助しますのでご活用ください。

対象機器／コンポスト、ＥＭボカシ容器
補助金額／１容器につき購入額の2分の１(上限4,000円)
※１世帯２容器まで
申請方法／購入後に次のものを持参し環境衛生課で
手続きを行なってください。
①生ごみ処理容器設置費補助金交付申請書
②領収書 ③申請者の口座がわかるもの
④カタログなど型式性能の分かるもの ⑤認印

環境への負担の小さいエネルギー利用を促進する
ため、住宅用太陽光発電システムの設置に対する補
助金がありますのでご活用ください。
対象機器／住宅用太陽光発電システム（太陽光を利
用して発電する装置で、発生した電気を電力会社へ
供給できるもの）
補助金額／１ｋＷあたり３万円（上限10万円）
対象者／設置完了時に市民であり、市税などを滞納
していない人
補助予定件数／20件
申請／設置工事前に環境衛生課で手続きが必要とな
りますので、お問い合わせください。
必要書類／
①補助金交付申請書（課窓口・市ＨＰで取得可能）
②発電システムの見積書および内訳書（写）
③発電システムなどの形状、規格などがわかる資料
④市町村税の納税証明書
⑤発電システムなどを設置する住宅への案内図
問合せ 環境衛生課☎72-9857

問合せ 環境衛生課☎72-9857

お知
らせ

募集

障がい者福祉なんでも相談会

生ごみ処理容器購入補助

住宅用太陽光発電システム
補助金

問合せ 健康支援課☎72-9861

問合せ・申込み 社会福祉課☎72-9863
(公財)静岡県障害者スポーツ協会☎054-221-0062

お知
らせ

資源ごみ回収の奨励金

市ではごみの減量化とリサイクルを推進するため、
PTAなどの団体が行なう資源ごみの集団回収に対
し、奨励金を交付しています。
対象／町内会、子供会、老人クラブ、PTA、地域で奉
仕活動をする団体
奨励金／資源ごみ(ダンボール、新聞雑誌、アルミ缶
など)１kg当たり４円
届出方法／申請には活動団体の事前申し出が必要と
なります。届出書に必要事項を記入し、４月１日(水)〜
15日(水)までに環境衛生課へ提出してください。

お知
らせ

わかふじスポーツ大会参加者

お知
らせ

風しんの撲滅を目的に、予防接種の機会がなかっ
た年齢の男性に対し、抗体検査および予防接種を無
料で受けられるクーポン券を4月中旬に発送します。
対象／昭和37年4月2日〜昭和47年4月1日生まれの男性
ところ／全国の指定医療機関
その他／昨年度、昭和47年4月2日〜昭和54年4月1
日生まれの男性へ発送したクーポン券は、厚生労働
省の指示により、有効期限が2021年3月まで延長と
なりましたので、そのまま利用できます。クーポン券
を紛失した場合はお問い合わせください｡

問合せ 社会福祉課☎72-9863

募集

お知
らせ

ノルディックウォーキング教室

専用ポールを使うことでひざと腰 への負担が少
なく、上半身も使うことでエクササイズ 効果の高い
ウォーキングを一緒に楽しむ教室です。
とき・ところ／10時〜12時（受付９時45分）※雨天中止
５月13日(水)虹の郷（集合：虹の郷駐車場）
５月27日(水)修善寺温泉場(集合：修善寺総合会館)
参加費／１回500円※ポール貸し出し有
定員／40人
申込み／４月13日（月）開始、電話・FAX・メールで受
け付けます。詳細はお問い合わせください。
問合せ・申込み 健康支援課☎72-9861
FAX ：72-1196
MAIL：kenko@city.izu.shizuoka.jp

GW期間中のごみの持ち込み（搬入）

ゴールデンウィーク期間中のごみの持ち込み（搬入）についてお知らせします。ごみ集積所の収集は通常どおり
実施します。詳細は『伊豆市ごみの収集カレンダー』をご確認ください。
○伊豆市清掃センター
とき／平日：8時30分〜12時、13時〜16時
土・臨時：8時30分〜11時
日

月

火

水

×
× ××
3

木

金

○土肥戸田衛生センター・土肥リサイクルセンター
とき／平日：8時30分〜11時30分、13時〜16時
土・祝日：8時30分〜11時30分
土

日

月

火

水

木

金

土

4/29

30

5/1

2

4/29

30

5/1

2

祝日

通常営業

通常営業

通常営業

祝日

通常営業

通常営業

通常営業

4

5

6

7

8

9

臨時営業
祝日

祝日

祝日

通常営業

通常営業

通常営業

×の日は持ち込みできません
※4日（月）は臨時営業をします。

×
3

4

5

6

7

8

9

祝日

祝日

祝日

通常営業

通常営業

通常営業

×の日は持ち込みできません

問合せ 環境衛生課☎72-9857 伊豆市清掃センター☎72-0163
土肥戸田衛生センター☎94-2305 土肥リサイクルセンター☎98-1575
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Information

お知
らせ

要約筆記者を派遣します！

手話を知らない聴覚障がい者、中途失聴者を対象
に、話の内容を要約し、その場で文字にして情報を伝
える要約筆記者を派遣します。
対象者／
・聴覚に障がいのある市民
・聴覚に障がいのある人と意思疎通を図る必要がある人
派遣内容／日常生活および社会生活を営むために必
要な場合（営利を目標とする活動や政治・宗教活動を
行なう場合は除く）
費用／無料
申込方法／派遣希望日の7日前までに申請書を提出
してください。

お知
らせ

Information

３日以上ご自宅を空ける人は
連絡を！

市では『あんしん見守りネットワーク事業』を実施
しています。この事業は、市と協定を締結している企
業が市内での配達や訪問の際に異変があった場合、
市に連絡することで、異変の早期発見につなげていく
ものです。
例えば、新聞店が配達する際、３日程度新聞がた
まっている場合、市へ連絡が入り、安否確認を行なっ
ています。入院や旅行などで３日以上ご自宅を空ける
予定のある人は、事前にご契約の新聞店などに連絡
をお願いします。
問合せ 長寿介護課☎72-9860

お知
らせ

春の全国交通安全運動の実施

新年度を迎え、子どもの通学をはじめ、交通事故が
起こりやすい時期となります。安全確認や思いやり運
転を心掛け、交通安全に努めましょう。
とき／４月６日（月）〜15日（水）
スローガン／〜安全を つなげて広げて 事故ゼロへ〜
重点目標／①子どもを始めとする歩行者の安全の確保
②高齢運転者などの安全運転の励行
③自転車の安全利用の推進
④飲酒運転の根絶
⑤登下校時間帯における交通事故防止

お知
らせ

第62回こどもの読書週間

ー出会えたね。とびっきりの１冊にー
子どもたちにもっと本を、もっと本を読む場所を、
との願いから、1959年に誕生した読書週間。今年は4
月23日(木)〜5月12日(火)です。
この期間中、市内各図書館では、さまざまなイベン
トを用意して皆さんのお越しをお待ちしています。
イベントの詳細は回覧で配布する『図書館だより４
月号』をご覧ください。
問合せ 修善寺図書館☎72-9868

問合せ 防災安全課☎72-9867

問合せ・申込み 社会福祉課☎72-9863
FAX：72-8638
お知
らせ

みんなの掲示板
市役所以外のお知らせコーナー

開催
お知
らせ

伊豆市民限定
『年間乗り物パスポート』販売

現在、虹の郷は、市民の入園料が無料ですが、この
度、開園30周年を記念して、市民を対象に園内のロ
ムニー鉄道とロムニーバスが乗り放題になる『年間乗
り物パスポート』を販売します。
販売価格／大人3,000円 小人1,500円
有効期限／発行日から１年間
販売開始日／４月１日（水）
販売場所／イギリス村インフォメーションセンターへ
お越しください。顔写真入りの『乗り物パスポート』
をお作りします。
問合せ 修善寺虹の郷☎72-7111

いず生涯学習講座受講生

ー初心者対象の講座ー

新たな趣味の発見に、生きがいや仲間づくりなど、
生涯学習活動を始めるきっかけ作りとなるため、ぜひ
ご参加ください。
対象／講座内容に初心者で、市内在住または在勤の人
内容／ペタンク入門・大 正琴・手ごねパン・太 極拳
など（約20講座）
申込方法／５月８日（金）までに各講師へ直接電話ま
たはメールでお申し込みください。
詳細／そのほかの講座や講師の連絡先は講座パンフ
レットに記述しています。社会教育課窓口、生きいき
プラザ、回覧で配布するほか、市ホームページでも閲
覧できますのでご覧ください。
問合せ・申込み 社会教育課☎83-5476

福祉タクシー・バス・鉄道利用券
の交付

市では、障がい者や高齢者の生きいきとした暮らし
の実現や日常生活の交通手段を確保するため、福祉
タクシー・バス・鉄道利用券を交付します。
対象／次のいずれかに該当する人
①身体障害者手帳１級・２級、療育手帳Ａ・Ｂまたは
精神障害者保健福祉手帳１級・２級のいずれかを所
持し、在宅生活の人
②満80歳以 上（昭和15年４月１日以前に生まれた
人）で在宅生活の人
助成額／12,000円（100円券120枚）
利用期間／４月１日〜令和３年３月31日(令和2年度)
申請時に必要なもの／
○福祉タクシーなど利用券交付申請書
障がい者…薄黄色、高齢者…薄水色
対象者に、３月下旬に郵送済
○認印
①…障害者手帳など
②…後期高齢者医療被保険者証
※代理で申請する際も本人のものが必要です。
申請場所／
①…社会福祉課または各支所窓口
②…長寿介護課または各支所窓口
注意／施設に入所中の人や入院中の人、市の補助を受
けて『いきいきパス』を購入される人は対象となりま
せん。両制度に該当する人は、どちらか選択の上、ご
活用ください。
問合せ・申込み
障がい者 社会福祉課☎72-9863
高齢者
長寿介護課☎72-9860
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お知
らせ

天城図書館1周年記念

ー手作りマスコットを配布ー

昨年４月に新しくオープンした天城図書館も開館し
て１年が経ちました。開館１周年を記念して『こども
読書週間』の４月23日（木）から、来館した小学生以
下の皆さんに手作りマスコットを配布します（無くな
り次第終了）。
問合せ 天城図書館☎85-2611

募集

国勢調査

統計調査員

令和２年10月１日を基準日として実施する『国勢調
査』の調査員事務に協力していただける人を募集して
います。
調査について／国内の人口・世帯の実態を把握し、各種
行政施策その他の基礎資料を得ることを目的とします。
調査員の仕事／担当地区を巡回、調査区要図を作成
し、調査区内の全世帯に調査書類を配布し、一覧を
作成します。その後、調査書類を回収し整理して市へ
提出します。
応募資格／20歳以上の人
報酬／（前回時参考）30,000円〜40,000円程度
※担当件数によって金額は異なります
問合せ 総合戦略課☎74-3066

2020. 4
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Information

募集

危険物取扱者試験

危険物取扱者試験を開催します。
とき／令和２年６月７日（日）
ところ／飛龍高校（沼津市）
種類／①甲種②乙種全類③丙種
試験手数料／①6,600円②4,600円③3,700円
申込方法／各消防署所にある所定の用紙を消防試験
研究センター静岡県支部に郵送またはホームページ
の電子申請。
申込期間／
書面申請 ４月６日（月）〜17日（金）
電子申請 ４月３日（金）〜14日（火）
問合せ・申込み
田方防火協会(駿東伊豆消防本部 第二方面本部消防室内)
☎76-5591
ホームページアドレス：http://www.shoubo-shiken.or.jp/

お知
らせ

Information

ＳＮＳで伊豆自慢をしよう！

ー１万件のおもてなし市民運動ー

DCアフターキャンペーン（4月〜6月）の開催に合
わせて、伊豆地域の皆さんだから知っているおすすめ
の伊豆の魅力のＰＲをお願いします。
Ｉ
ｎｓ
ｔａｇｒａｍやＴｗiｔ
ｔeｒなどに『＃いいね伊豆』を付
けて投稿するだけ！あなたのおすすめの『絶景』
『グ
ルメ』
『スイーツ』
『夜』
『自慢できるところ（もの）』
『お出かけスポット』
『観光スポット』などを写真に
撮って全国にPRしましょう！
問合せ (一社)美しい伊豆創造センター☎72-0280

開催

手話奉仕員養成講座

手話の成り立ち、聴覚障がい者との交流、手話で
会話する楽しさなど、手話の世界を知ることができま
す。手話を覚えて話してみませんか？
とき／毎週木曜日19時〜21時（祝日の場合は翌日）
５月14日から全42回（講義を含む）
ところ／生きいきプラザ
定員／20人
受講料／無料（※テキスト代3,300円自己負担）
※厚生労働省手話奉仕員養成講座カリキュラム対応
テキストを使用します。
申込み／4月27日（月）までに、電話でお申し込みく
ださい。
問合せ・申込み 伊豆市社会福祉協議会☎83-3013

募集

令和フォトクラブ伊豆会員

お知
らせ

問合せ・申込み 令和フォトクラブ伊豆
☎72-2118（担当：杉村）

田方教育会館『教育相談室』

児童、生徒、保護者の皆さん、一人で悩まず誰でも
気軽にご相談ください。匿名でも可能です。秘密は厳
守します。二人の相談員が対応します。
とき／毎週月曜日〜金曜日
９時〜17時（月曜日は13時まで）
ところ／田方教育会館教育相談室（伊豆の国市吉田）
内容／いじめ、不登校、性格、行動、学習、進路、学校
生活、しつけ、発達障害、家庭教育など（面接希望は要
事前連絡）
問合せ 相談ダイヤル☎76-8228

募集

上級救命講習（一般公募）

上級救命講習を開催します。
とき／４月26日（日）９時〜17時（８時間）
ところ／田方中消防署３階研修室（伊豆の国市白山）
内容／ＡＥＤを使用した心肺蘇生法（主に成人を対
象）、止血法など
対 象／伊豆市・伊豆の国市・伊東 市・沼津市・清水
町・函南町・東伊豆町に在住・在勤・在学の中学生以
上の人
募集人数／20人程度 参加費／無料
申込方法／４月23日（木）まで電話連絡により受付し
ます。
問合せ・申込み 田方中消防署☎76-0119
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開催

パワースポットで
自然と一体になれるヨガ体験

弘法大師ゆかりの『奥の院』。神秘的で静寂に包ま
れた空間でヨガを体験してみませんか？ヨガを体験し
たことがない人でもお気軽にご参加いただけます。
とき／５月17日（日）
ところ／修禅寺奥の院『護摩堂』
コース／
モーニングヨガ 7時30分〜(90分)受付7時〜
ランチヨガ 10時〜(90分)+昼食付 受付9時30分〜
参加費／
モーニングヨガ 3,500円
ランチヨガ
4,500円
定員／各コース13人限定（先着順）
参加資格／高校生以上の女性
申込受付期間／３月30日（月）〜５月11日（月）
問合せ・申込み
（一社）伊豆市産業振興協議会☎72-7007

防衛省採用試験

防衛省の採用試験（一般曹候補生・一般幹部候補
生）についてご案内します。
区分／一般曹候補生
受付期間／３月１日（日）〜５月15日（金）
試験日／５月23日（土）
資格／18歳以上33歳未満の者
区分／一般幹部候補生
受付期間／３月１日（日）〜５月１日（金）
試験日／５月９日（土）、10日（日）
※10日は飛行要員希望者のみ
資格／詳細はお問い合わせください。
問合せ 自衛隊静岡地方協力本部三島募集案内所
☎055-989-9111

募集

ー初心者の人も大歓迎ー

撮った写真をみんなで楽しみましょう。撮りたい
物・構図やバランス、また光と影などみんなで一緒に
進化させていきましょう。
とき／毎月第４土曜日 ９時30分〜
ところ／生きいきプラザ
会費／年会費2,000円 文化協会費500円

募集

中伊豆体験農園の区画

農業初心者でも大丈夫。管理人による栽培指導や
農機具貸し出しなどフォローが充実。農業を始めた
いけどいきなり広い土地は難しいとお困りのあなた！
富士山の見える農園で菜園を始めてみませんか？
利用時間／8時30分〜17時（10月〜２月は16時ま
で）
休園日／毎週水曜日、年末年始
募集概要／１区画40㎡ 年間12,960円
契約期間／４月１日〜令和３年３月31日（随時募集）
ところ／下白岩1160
その他／応募者条件、農園利用条件あり、詳細はお
問い合わせください。
問合せ・申込み
中伊豆体験農園事務所☎080-2618-8744

開催

銃砲刀剣登録審査会

銃砲や刀剣類は、法律により所持することが原則と
して禁じられていますが、美術品、古美術品として価
値のある古式銃砲や刀剣は、登録することにより所持
することができます。
とき／5月12日（火）、12月1日（火）9時30分〜11時
30分 ※12月１日（火）は刀剣審査のみ
ところ／静岡県東部総合庁舎別館
留意点／警察署に銃砲刀剣類発見届を提出後、速や
かに登録してください。登録証の無い状態での銃砲
刀剣類の所持は不法所持（銃砲刀剣類所持等取締法
違反）となります。
問合せ 静岡県文化・観光部文化局文化財課
☎054-221-3158
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５月の 予 定

５月の 予 定
各種相談

相談種類

とき

① 無料法律相談

13日(水)10時～12時

②

行政相談

12日(火）9時～12時

③

結婚相談

④

職業相談

ところ

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

9日(土）13時～15時

生きいきプラザ

不要

市民課☎72-9858

平日9時30分～17時

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
不要 (伊豆市消費生活センター)
☎72-9858

消費者相談
（随時受付）

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)

市民課

⑥

障がい者
福祉相談

25日（月）
13時30分～15時30分

生きいきプラザ

不要

社会福祉課☎72-9863

⑦

人権相談

12日（火）14時～16時

修善寺図書館

要予約

社会福祉課☎72-9862

⑤

内容

1

金

17

日

2

土

18

月

3

日・祝

19

火

4

月・祝 ●図書館休館日（市内図書館）

20

水

5

火・祝

21

木

6

水・祝

●市民課・税務課窓口延長（本庁）
●修善寺図書館開館延長

22

金

●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（館内特別整理）

23

土

24

日

25

月

●図書館休館日（市内図書館）

26

火

●おとなの健康相談（生きいきプラザ）
●健康相談・フッ化物塗布
（生きいきプラザ）

27

水

●健康相談・フッ化物塗布
（土肥支所5階）

28

木

●市民課・税務課窓口延長（本庁）
●修善寺図書館開館延長

29

金

30

土

31

日

7

木

●市民課・税務課窓口延長（本庁）
●修善寺図書館開館延長

8

金

●1歳6カ月児健診（生きいきプラザ）

9

土

10

日

11

月

●2歳児・2歳6カ月児歯科健診・フッ化物塗布
（生きいきプラザ）
●図書館休館日（市内図書館）

12

火

●離乳食教室（生きいきプラザ）

13

水

14

木

●市民課・税務課窓口延長（本庁）
●修善寺図書館開館延長
●土肥地区幼児健診（土肥支所5階）

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。

15

金

③

結婚に関する相談に親身になって応じます。

16

土

④

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。

⑤

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。

⑥

障がい者相談支援事業所の相談員がご相談に乗らせていただきます。予約は不要です。

⑦

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。※どなたでもご相談できます。

納期限

公共施設休業日

※緊急の場合は 119

● こども園授業料・給食費（５月）、水道料金 ( 修善寺地区以外 )（５月）、温泉料金
●
●
●
●
●

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

図書館でのお話会

休日当番医

………25 日

● 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 …… 12日(火)

日

医療機関

所在地

伊豆の国市
３
伊豆楢の森診療所
田中山1961
(日・祝)
JＡ静岡厚生連
伊豆市上白岩
４
リハビリテーション
1000
(月・祝) 中伊豆温泉病院
伊豆市柏久保
５
南雲整形外科
636-11
(火・祝)
６
矢田レディース
伊豆の国市
(水・祝) クリニック
宗光寺

※新型コロナウイルスの関係で4月は中止となりました。
電話番号

中伊豆リハビリ
伊豆市冷川
テーションセンター 1523-108

★ベビータイム（修善寺）乳幼児

☎0558(83)3333

★小さい子のおはなし会（修善寺）幼児・児童

☎0558(72)3111

☎0558(76)4550

☎0558(83)2111

24(日) 村田内科クリニック 伊豆の国市吉田 ☎0558(76)8866

人口と世帯数
人の動き

人口／男：14,568 人
転入数／ 55 人
転出数／ 72 人

女：15,721 人

計：30,289 人

世帯数／ 13,447 世帯

出生数／ 3 人 増： 58 人
死亡数／ 30 人 減：102 人

JＡ静岡厚生連
伊豆市上白岩
31(日) リハビリテーション
1000
中伊豆温泉病院

☎0558(83)3333

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。
（令和2年3月1日現在）

365日24時間

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。
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手遊びや絵本の読み聞かせなどをします。

☎050(3636)3399

10(日) 村田内科クリニック 伊豆の国市吉田 ☎0558(76)8866
１7(日)

●図書館休館日（市内図書館）

毎週水曜日10時～12時
毎週水曜日10時～10時30分
★日曜日のおはなし会（修善寺）3才以上
毎週日曜日14時30分～14時50分
★土曜おはなし会（土肥）小学生以下
9日（土）・23日（土）10時30分～11時
★うりぼうおはなしかい（天城）乳幼児
14日（木）10時30分～10時50分
★おはなし会（天城）幼児・児童
16日（土）10時30分～11時
★おはなしタイムbaby♪（中伊豆）乳幼児
13日（水）・27日（水）10時30分～10時50分
★おはなしタイム（中伊豆）幼児・児童
9日（土）・23日（土）10時30分～11時

2020. 4
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伊

豆

市

子

育

て

通

てキャッチコ
市子育
ピー
伊豆

信

子育てマガジン familyizu を一緒に作ろう！
■
問合せ こども課☎0558（72）9864
すぐろ

いそもと もも

ゆま

磯本 百ちゃん

勝呂 優麻ちゃん

市内で子育て中のママ８人が編集者となり、作成してきた子育てマガジン『familyizu』が、
2020年春号（4月上旬発行）で10号を迎えます。
11号からは、皆さんと一緒に作っていく仕組みを作りました。
伊豆市での子育てを楽しみながら、みんなに広げていきましょう！

（土肥）

（小土肥）

参加方法

せお

しおり

瀬尾 思央利ちゃん

いしい かなた

石井 奏汰ちゃん

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。

（土肥）

（牧之郷）

■
問合せ こども課 ☎0558（72）9850

さとう

寺本 葵晴ちゃん
（市山）

（牧之郷）

（佐野）

２

『＃familyizu』で参加

インスタグラムを活用している人は、お出掛けしたとき、子育てネタを投稿するときに、
#familyizuをつけて投稿してください！あなたの情報がみんなの子育ての参考になります。
familyizuの編集の際にも参考にさせていただきます。
※メールでも掲載したい情報やリクエストなどを募集しています！
familyizumama@gmail.comへお送りください。

てらもと あおば

まさき

佐藤 政樹ちゃん

藤原 由芽ちゃん

情報交換会に参加する

毎号の企画の際に、情報交換会を開催します。会場は市内各地です。情報交換やお友達作りの場
として、楽しんでご参加ください。交流会の開催日は、毎号familyizuの裏表紙でお知らせします。
初回は４月29日（水・祝）9時～ドットツリーにて開催
参加方法

ふじはら ゆめ

１

参加方法

３

誌面で参加

さまざまなお仕事をしているパパ・ママに話を聞くコーナーを
作ります。自薦・他薦は問いません。ぜひお知らせください。

遊びにきてね！

「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！

子育て支援センター

うえだ えいた

あさだ よしほ

植田 英太ちゃん

浅田 悦秀ちゃん

支援センター名称（実施場所）

（修善寺）

（湯ケ島）

えんどう
バト

遠藤さん家族

ン
タッ
チ

たかはし

高橋さん家族
（牧之郷在住）

げん
に乗ってごき
憧れの消防車

子育て支援センター

イベントで積
み木に入った
よ

実施時間

のびのび広場（修善寺保育園）

9時～15時

わんぱく広場（生きいきプラザ）

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～15時

にこにこフロア（土肥こども園)

9時～11時３０分

いないいないばあ（あまぎ認定こども園） 9時30分～15時

まさき

正樹パパ

ちびっこサロンわらぼ（原保子育て支援センター）9時30分～14時３０分

はな

ひよこくらぶ（なかいず認定こども園）

9時30分～15時

あいあいキッズ（天城湯ケ島支所）

9時～16時30分

み

あゆ美ママ

花奈ちゃん（２歳）

vol.30

実施日／月曜日～金曜日。わんぱく広場のみ月曜日
（不定期）
・金
曜日、あいあいキッズは第2・第4土曜日も実施。
※ほかに行事などによりお休みする場合があります。

のびのびと子育てできる最高の伊豆！
「伊豆半島の自然に囲まれた暮らしがしたい」と地元の浜松か
ら伊豆市へきて、８年が過ぎました。妻と伊豆市で知り合い、2
年前に待望の第一子が産まれました。今では新居を構え楽しい毎
日を過ごしています。
我が家の姫はどんぐりや石ころが大好き。知らない間にポケッ
トに詰め込んでは、家に帰って嬉しそうにお披露目会を開催しま
す。最近は夜寝る前に、夜警で頑張っている消防団のお兄さんた
ちに「頑張って～」と手を振るのが日課になっています。
気候も人柄もあたたかい自然豊かな伊豆市ですくすく元気に成
長していく姿を楽しみにしています。（正樹パパ）

■園庭開放
狩野川記念公園の遊具が大好き！

▲過去のfamilyizu

こども課からの

お 知 ら せ

口座変更の届出が必要です
ー修善寺地区のJA伊豆の国をご利用の皆さんへー
修善寺地区の JA 伊豆の国の支店統合に伴い、下記手
当などの振込先として登録されている人は、変更届
が必要となります。
【該当する手当等】
〇児童手当
〇児童扶養手当
〇母子家庭等医療費助成
【変更手続きについて】

実施日

実施時間

修善寺東こども園

毎週火曜日

9時30分～11時30分

４月 30 日（木）までにこども課または各支所へ、変

熊坂こども園

毎週水曜日

9時30分～11時30分

更後の通帳またはカードと印鑑を持参してください。

実施場所

『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！

※期限後の提出は、手当の支払いが遅れる可能があ
ります。

おおかわあさみ
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NEXT▶ ベビープログラムで知り合った大川麻美さんにバトンタッチ

2020. 4
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菜 の花 舞
台 202 0
舞台
菜 の4 花
舞
台
2
0
2
0
舞台
11
月

日（土） 17 時 30 分開演

発行

観覧無料・２回公演
ところ／小土肥菜の花舞台特設会場※雨天中止
観覧無料・２回公演
問合せ／伊豆市観光協会土肥支部
☎0558（98）1212
ところ／小土肥菜の花舞台特設会場※雨天中止

伊豆市
発行 伊豆市

（法人番号：３
（法人番号：３
００００２０222224）
００００２０222224）

12 日（土）
日（日） 17
11 時 30 分開演
4 月 11
12 日（日） 11 時 30 分開演

問合せ／伊豆市観光協会土肥支部 ☎0558（98）1212

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

本年も小土肥で 27 回目となる『菜の花舞台』を開催します。きれいな菜の花の中で
演劇を楽しむという体験は、なかなか味わえないと思います。ぜひお越しください。
本年も小土肥で
27 回目となる『菜の花舞台』を開催します。きれいな菜の花の中で
また、こ
こ土肥で、このよ
うな活動を長年続けてこられたのは土肥の美しい景色が大好
演劇を楽しむと
いう体験は、なかなか味わえないと思います。ぜひお越し
ください。
きだから
こそです。ぜひ皆さんも土肥、
そして伊豆市の美しさを感じてもらえたら嬉しいです。
また、ここ土肥で、このような活動を長年続けてこられたのは土肥の美しい景色が大好
きだからこそです。ぜひ皆さんも土肥、
そして伊豆市の美しさを感じてもらえたら嬉しいです。

伊豆市親善大使
はしづめ いさお

橋爪功さん
伊豆市親善大使
はしづめ いさお

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

５月のピックアップイベント
橋爪功さん

★観光情報について：伊豆市観光案内所（修善寺駅構内） ☎0558（99）9501

2日（土）、3日（日）、4日（月・祝）、 ■
◯ 修善寺虹の郷 30 周年記念『新緑のライトアップ』
[
☎０５５８
（72）7111
問合せ 修善寺虹の郷
５月のピックアップイベント
★観光情報について：伊豆市観光案内所（修善寺駅構内） ☎0558（99）9501
（修善寺虹の郷）
5日（火・祝）、9日（土）、10日（日）
2日（土）
、
3日
（日）
4日
（月・祝）、 ■
◯
30 周年記念『新緑のライトアップ』
[
５５
８
（72）7111
３日
（日）
・
４日
（月、
・
祝）
㈱エスパルスドリームフェリー ☎０５4
（353）
2262
問合せ 修善寺虹の郷
○ 修善寺虹の郷
駿河湾から富士を仰ぐデイクルーズ＆サンセットクルーズ
（修善寺虹の郷）
（土肥）

5日（火・祝）、9日（土）、10日（日）

３日
（日）
・４日
（月・
祝）
◯ 駿河湾から富士を仰ぐデイクルーズ＆サンセットクルーズ
修禅寺御膳
○
12日
（火）
～14日
（木）
（修禅寺）
（土肥）
19日
（火）
～21日
（木）

■
問合せ 観光協会修善寺支部
５５
８
（72）2501
㈱エスパルスドリームフェリー ☎０５4
（353）
2262

修禅寺本堂内参拝と庭園観賞ツアー
◯ 修禅寺御膳

15日(金)～26日
(火)
12日
（火）
～14日
（木）
19日
（火）
～21日
（木）

問合せ 観光協会修善寺支部
■

2502
☎０５５８
（72）2501

◯ 修禅寺本堂内参拝と庭園観賞ツアー

15日(金)～26日 (火)

■
問合せ 観光協会修善寺支部

☎０５５８
（72）2502

（修禅寺）

伊豆市は、東京
（修禅寺）

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、 広報伊豆は、
古紙パルプ配合の再生紙を使
古紙パルプ配合の再生紙を使
用しています。用して

東京 2020 大会開催日程
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。
■オリンピック

7月24日(金・祝)～8月9日(日)

東京 2020 大会開催日程

◯トラック・レース…8月3日(月)～9日(日)

◯マウンテンバイク…7月27日(月)～28日(火)
■オリンピック
7月24日(金・祝)～8月9日(日)
◯トラック・レース…8月3日(月)～9日(日)
■パラリンピック
8月25日(火)～9月6日(日)
競技開催まであと

1１４ 日 (４月１日時点 )

◯マウンテンバイク…7月27日(月)～28日(火)
◯トラック・レース…8月26日(水)～29日(土)

■パラリンピック 8月25日(火)～9月6日(日)

