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●テーマは『明るく楽しく』
伊豆レッツは伊豆市内で活動

OB・OGや保護者の協力を得てみんなの力で勝利を目指す。

歳になるまでプ

『できなかったことができるよう

の中で自ら動き出すようになり、

『環境』
を作ってあげると、楽しさ

することが大切で、
『きっかけ』
や

する学童期にいろいろな経験を

持っているので、身体的にも成長

子どもたちは無限の可能性を

と思いながら指導しています。

少しでも子どもたちに伝えたい

を通して得たものも多く、それを

レーしていました。バレーボール

らは実業団で

ルに打ち込み、社会人になってか

私は中学時代からバレーボー

●バレーボールを通して学べること

います。

毒などを行ないながら練習して

の徹底、練習で使用する器具の消

る と き・帰 る と き の マ ス ク 着 用

スの感染対策として練習場に来

少ないメンバーのなか、

になった喜び』を知ります。
また、

❸２月16日に開催されたファイナルカップの試合風景
❺卒団した中学生も一緒に練習をしている

❷池田監督の話を真剣に聞くメンバー
❹サーブ練習も欠かせない

さを実体験を通じて学ぶことが

ないことではありますが、本当は

高齢化が進んでいるので仕方が

出 て 勝 ち た い で す。勝 つ こ と は

できますし、挨拶をしっかりする

そして新型コロナウイルスの

『目的』ではないですが『目標』で

もっとたくさんの子どもたちと

影響で生活スタイルが変わる中、

はあるので、頑張って『勝つ喜び』

ように指導するので、礼儀作法も

私自身改めてスポーツの意義や

を皆で一緒に味わいたいです。

年 間 の 中 で、

のですが、今は混合の部で男女一

子と女子でチームを分けていた

状況に置かれています。以前は男

最も少なく、チームとして厳しい

今年の団員数は

●もっと多くの仲間とバレーがしたい

大切さを伝えていきたいです。

どもたちに『心・技・体』を磨く

われています。バレーを通して子

は最大限の力を発揮できると言

あり、その３つが揃うことで人間

から『心・技・体』という言葉が

役割の重要さを認識しました。昔

一緒にバレーを楽しんで、大会に

❺

身につけることができます。

❶現在６名で活動中

■
問合せ
伊豆Ｌet’s ☎ 090（5455）
2715（担当：飯田）

元気に活動中！
市内のさまざまな団体が感染
症対策をしながら活動を再開
しています。

中伊豆社会体育館または中伊豆小学校体育館

するジュニアバレーボールチー

年目を迎えま

❹

＜ところ＞

ムで、団員は小学生６人ですが練
習には卒団した中学生も参加し
て い ま す。練 習 は 週 ２回、中 伊 豆
社会体育館や中伊豆小学校の体
育 館 で 行 な っ て い ま す。発 足 の
き っ か け は、私 が 婦 人 バ レ ー の
コーチをしていたとき、お母さん
たちが練習している間、遊んでい
る子どもたちに声をかけてバ
レーを教えたことです。明るく楽
しくバレーをしようという思い

池田 喜彦 監督

を込めて『伊豆レッツ』と名付け、
発足から今年で

中伊豆ジュニアバレーボールチーム『伊豆Ｌet’s』
緒にチームを組んでいます。少子

毎週水曜日 １８時３０分～２０時３０分
毎週土曜日 ８時３０分～１２時

一丸となって一勝を目指す！

バレーではチームプレーの大切

＜練習日＞

いけだ よしひこ

し た。現 在 は、新 型 コ ロ ナ ウ イ ル

伊豆Ｌｅｔ’ｓでバレーボールをしよう！

❶
❸
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レッツ

１
日（月）、市役所本庁で伊豆市と静岡

中伊豆温泉病院の
新病院に関する協定締結
６月 日（日）、修善寺駅構内で『いず活』が

２

コロナ対策をして
地元企業が出店
６月

３

地球温暖化について
楽しみながら学ぶ

を相互に協力して確保することを目的に、Ｊ

県厚生農業協同組合連合会は、地域医療体制

実行委員会を立ち上げ、滞在型ではなく販売

ル ス の 影 響 で 延 期・中 止 さ れ た こ と を 受 け

ぱこスプリングフェスタ』が新型コロナウイ

行なわれました。当初予定していた『いずっ

暖化の防止に取り組めるものを見つけ、実行

もたちがエコリーダーになり家庭で地球温

のくにＣＯＯＬチャレンジ』の一環で、子ど

室が行なわれました。これは県民運動『ふじ

対象に『アースキッズチャレンジ』の体験教

日（火）、修善寺東小学校の５年生を

Ａ静 岡 厚 生 連 リ ハ ビ リ テ ー シ ョ ン 中 伊 豆 温
をメインにした『立ち寄り型』のイベント形
することを目的としています。体験教室に参

６月

泉病院の移転新築及び運営等に関する基本
店

寺地区在住の下山完さんで、市長とくす玉を開

を パ ッ ケ ー ジ し、販 売 し ま し た。友 好 都 市 平

受け、
（一社）
伊豆市産業振興協議会では商品

教育長就任挨拶

などを楽しく学びました。

加した児童は、温暖化ミニ講座や自転車発電

クール

協定を締結しました。新病院の移転予定地は
式になりました。当日は雨天でしたが、

平塚市役所職員が
伊豆市の特産品を購入

き、花束、記念品を受け取りました。
水中ウォー

塚市では、多くの皆さんに伊豆市の特産品を

材は大変好評でした。

生わさびや生しいたけ、近年話題のジビエ食

キングに励む下山さんは「できる限り、今後も

価格が崩れ、市場への出荷ができない状況を

伊豆市の生わさびをはじめとする特産品の

新型コロナウイルスの感染拡大の影響で、

５

13

購入していただくことができました。新鮮な

しもやま たもつ

者らが買い物を楽しみました。

下白岩地区で、市の支援を受け、２０２３年

『ふれっぷ』入場者数
万人達成

っぷ』の入場者数が 万人に達し、記念セレモ

、中伊豆室内温水プール『ふれ
６月 日（火）

４

舗が出店し、感染症対策を講じた店舗で来場

30

度中の開院を目標に進められます。

28

通いたい」と語りました。
同プールは平成 年
４月にオープンし、水中運動などさまざまな教
室を行なっています。

▲自転車発電体験をする児童
梅 木 在 住。八 幡 小、中 伊
豆中を卒業。昭和 55 年修
善 寺 小 に 赴 任 し、田 方 地
区 の 小 学 校 に 勤 務。平 成
18 年伊豆市教育委員会参
事、大見小・中伊豆小校長、
修 善 寺 中 校 長 を 務 め た。
７月１日就任。

!!

ニーを開催しました。 万人目の入場者は修善

90

90

▲ビニールカーテンなどの感染症対策をした店舗
▲パッケージされた商品を受け取る平塚市職員（左）

うめはら けんじ

▲協定書を手にする関係者ら

12

▲入場者 90 万人目となった下山さん

知らせしますので、ぜひご覧ください。

きました。結果について、ＨＰ、回覧等でお

護者の方々からたくさんのご意見をいただ

中学校の開校をめざします」とお伝えし、保

広報６月号で「令和７年度日向地区に新

で、どうぞよろしくお願いいたします。

の気持ちでこの職を務めてまいりますの

伊豆市に生まれ、育てていただいた感謝

いと思います。

意見を伺い、よく考えて前に進めていきた

けられる環境づくり』とは何か、皆さんのご

育、よりよい学校』とは何か、『市民が学び続

っていく子どもたちにとって、『よりよい教

声 も 聞 か れ ま す。こ れ か ら の 伊 豆 市 を つ く

れた子からは、「旧〇〇町って何？」という

も 環 境 も 違 い ま す。伊 豆 市 の 誕 生 後 に 産 ま

思い出があります。そして、皆過ごした時代

学校は、全ての方々にとってそれぞれの

梅原 賢治

90
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伊豆市
初の

伊豆市立修善寺東こども園と
伊豆市児童発達支援センター「おひさま」

至三島

M AP
136

伊豆箱根鉄道

修善寺駅

が同じ敷地にオープンしました！

狩野川
伊豆市役所

伊豆
赤十字病院

●
●

●

修善寺図書館

12

●

動に取り組み、発達に必要な体験を重ねて、乳幼児期にふさわしい生活が展開さ

大見川

れるよう努めています。
伊豆市初となる児童発達支援センター『おひさま』が併設されたことで、市内の

コンビニエンスストア

すべての子どもやその家族に対し質の高いサポートを提供できます。

●

路横断がなくなりました。
また、狩野川から離れたことで、
防犯面では、近所にある沼津土木事務所修善寺支所や、
コ

修善寺東こども園は、園児一人ひとりが安心感と信頼感をもっていろいろな活

●

新しい園舎は、送迎用の駐車場が併設されたことで道
増水による危険度が下がりました。

■
問合せ こども課 ☎0558（72）9864

至冷川
・伊東
修善寺郵便局
修善寺中学校

伊豆市加殿22-1

園とセンター間の交流も行なわれ、子どもたちの楽しい声が響いています。伊豆市の未来を担う子

349

修善寺駅よりお車で約５分

どもたちが、新しい園舎で、のびのびと活動する姿は地域の宝であり、財産です。これからも温かく見
守ってください。

ンビニエンスストアへと逃げる訓練を実施していく予定です。

伊豆市児童発達支援センター『おひさま』

伊豆市立修善寺東こども園

児童発達支援センター『おひさま』では、発達に困り感を感じる
就学前のお子さんを対象に、日常生活に必要な知識や基本動作
を覚えたり、集団に適応するための練習をしています。また、一

2F

スタッフが考えた、
センターのシンボルマーク

人ひとりの発達に合わせて個別や小集団での支援を取り入れて
在籍し、週に１～２日利用するお子さんもいます。

病後児
保育室
職員室
一時
保育室
授乳室
給湯室

ホール

います。現在は、毎日利用するお子さんもいれば、こども園に

相談室

子育て
支援室

2歳
保育室

3歳
保育室

調理室

4歳
5歳
保育室 保育室
フリー
ルーム

0歳
保育室

1歳
保育室

1F

伊豆市 援
達支
童
児 発 ー
ン
セ タ
職員室

2F

保健室
静養室

フリー
ルーム

導室
3

訓練指
1 2

修善寺東こども園

伊豆市に新しい形の子育て支援の施設がオープンしました。

修善寺東こども園

一人ひとりの個性を大切に

指導室

ホール

一時
保育室
授乳室
給湯室
子育て
支援室

ホール

子育て支援センター
わんぱく広場

センターの役割として、通所のお子さんの支援だけでなく、要

相談室
病後児
保育室

子育て支援セ
わんぱく広

請に応じてこども園などを訪問し、いろいろなアドバイスをしたり、
各種相談を受け付けたりしています。

センター長のあいさつ
開設するにあたり、『児童発達支援センター』という名称だけでは堅い感じがして子ども

たちにはなじみにくいと考え、市民の皆さんに公募し、『おひさま』という愛称をつけても

①

らいました。センターに関わる皆さんが『おひさま』のように温かく、ほっこりとした気持

新しい事業としてスタートしたばかりです。伊豆市の大切な子どもたちの無理のない成

等の各種専門家と連携を取り合い、探っていきたいと思います。世界に１つしかないその
子の個性、大切に育てていきます。よろしくお願いします。

7
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おおかわ ふみお

大川 文夫
センター長

ご利用の際やご不明な点がある場合は、直接センターにご連絡ください。
■
問合せ 児童発達支援センター
『おひさま』☎0558
（73）
1160

③

①入園式の様子 ②乳児の食事の様子
③新しい遊具は子どもたちのお気に入り。
『にじいろぞうさん』
と名づけ毎日楽しく遊んでいます。

ちで利用できるような、そんな雰囲気のセンターになるようにしていきます。

長の手助けになるよう、一人ひとりに応じた支援の方法を、保護者、心理士や作業療法士

②

ご利用の際やご不明な点がある場合は、直接こども園にご連絡ください。
■
問合せ 修善寺東こども園 ☎0558
（72）
1404

2020. 8
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Go for Tokyo 2020 Vol. ３5

10月18日(日)は 伊豆市議会議員選挙の投票日です

■
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オリンピック
日本代表選手が決定しました

この選挙に関する詳細については、広報伊豆10月号で改めてお知らせします。
■
問合せ 伊豆市選挙管理委員会☎0558（72）9869

政治家の寄附は、贈っても、もらっても、求めることも
禁止（犯罪）です。
× 政治家の寄附

× 有権者が政治家の寄附を求めること

もっと詳しく！

一例

開店祝いなど祝い
や葬式などの花輪、
供花、見舞いなど

お歳暮・お年賀など

を贈ることはもちろん、有権者が政治家に寄附

結婚祝（※）、香典（※）、卒業
祝い、入学祝など

お 祭 り へ の 寄 附・差 入 れ、
区の集会や旅行などへの寸
志・飲食物の差入れなど

（※）政治家本人が結婚披露宴、葬式などに自ら出席してその場で
行なう場合は、罰則が適用されない場合があります。

市議会議員選挙への立候補を考えている人へ
事前運動の禁止

立候補者の資格要件
①日本国民であること
②選挙期日現在、満25歳以上であること
③伊豆市に引き続き３か月以上住所を有すること
（７月10日（金）以前より住民登録があること）
④犯罪などにより被選挙権を停止されていないこと

立候補予定者説明会／

９月11日（金）14時から

生きいきプラザ市民文化ホール
※新型コロナウイルス感染症対策として、説明会に出席できる人数を
各陣営３人までとし、出席する人はマスクの着用をお願いします。
立候補届出受付／

10月11日（日）８時30分から17時まで
生きいきプラザ第１・２会議室

（告示日）
選

挙

期

日

／

10月18日（日）

投

票

時

間

／

７時から20時まで（土肥地区は19時まで）
市内28投票所

開 票 開 始 時 間 ／

21時から
生きいきプラザ市民文化ホール

9
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検索

祝

や贈り物を求めることも、公職選挙法により禁

ルールを守って、明るい選挙を実現しましょう。

選手の詳しいプロフィールや、出場種目などは、
伊豆市 東京2020 日本代表
伊豆市ホームページでご覧ください。

トラック・レース（会場：伊豆ベロドローム）

政治家（候補者）が選挙区内の人にお金や物

止されています。皆様一人ひとりが寄附禁止の

６月に、日本自転車競技連盟から東京2020オリンピック競技大会自転車
競技（トラック・レース／マウンテンバイク）日本代表選手が発表されました。
選手の名前・顔写真とともに、出場種目を紹介します。

わきもと ゆうた

脇本 雄太 選手
【男子ケイリン・男子スプリント】

にった

ゆうだい

新田 祐大 選手
【男子ケイリン・男子スプリント】

はしもと えいや

橋本 英也 選手
【男子オムニアム】

立候補届出が受理される前の選挙
運動は禁止されています。

＜立候補届出まではできないこと＞

投 票の依 頼、また投 票の依 頼と

認められる行為

×

投票のお願い

＜立候補届け出前でもできること＞
立候補の準備（政党の公認を求

こばやし ゆうか

小林 優香 選手
【女子ケイリン・女子スプリント】

かじはら ゆうみ

梶原 悠未 選手
【女子オムニアム・女子マディソン】

なかむら きさと

中村 妃智 選手
【女子マディソン】

マウンテンバイク
（会場：伊豆マウンテンバイクコース）

める行為、立候補の届出の準備など）
選挙運動の準備（選挙事務所な

どの借入れの内交渉、立札や看板、
ポスターなどの作成など）

◯

がんばれニッポン！

準備

伊豆市を舞台に、世界の強豪
やまもと こうへい

山本 幸平 選手
【男子クロスカントリー】

いまい

みほ

今井 美穂 選手
【女子クロスカントリー】

選手たちと競う日本代表選手
の皆さんを、応援しています。
2020. 8
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防 災 1

1 9

新型コロナウイルス感染症の影響が
心配される中でも避難は必要です。
■
問合せ 防災安全課 ☎0558（72）9867

９月６日
（日）は伊豆市総合防災訓練です。
各地区の自主防災組織で実施する訓練に参加してください。
新型コロナウイルス感染症の影響が心配される中での訓練となりますので、地区によって例年と訓
練内容が異なる場合があります。詳しくは、お住まいの地区でご確認をお願いします。
大地震はいつ起こるかわかりません。皆さん一人ひとりが防災意識を持つことが大切です。地域の
防災活動に積極的に参加して、避難の必要を地域で確認しましょう。
想定

スケジュール

駿河トラフから南海トラフにかけての
巨大地震（マグニチュード８）が突然
発生し、市内においても最大震度６強
を観測。各地で甚大な被害が発生し、
ライフラインにも被害が発生した。

８時30分

８時

訓練予告広報
同報無線
伊豆市情報メール

自分と家族のために。そばにいるあの人のために。

伊豆市版終活ノート『もしもシート』
を活用しましょう

■
問合せ 長寿介護課☎0558（72）9860

自分自身に介護が必要になったとき。突然の事故にあったとき・・・。
どのような医療を望みますか？家族に伝えておきたいことはありませんか？
伊豆市および伊豆赤十字病院（在宅医療拠点病院）は、皆さんの気持ちを書き留めておく伊
豆市版終活ノート『もしもシート』を住民の代表、介護事業者、医療機関などと作成しました。

『もしもシート』の使い方
緑の冊子を読み、終末期医療についての意向や

万が一のときに家族に伝えておかなければならな

地震発生
（各自主防災会により訓練実施）
８時35分 大津波警報発令（土肥地区のみ）
（各自主防災会により訓練実施）
12時
訓練終了

いことをシートに記入しましょう。

『もしもシート』に記入したことを、離れた家

族にも伝えましょう。１度書いた情報は、年に１

度は見直しましょう。考え方が変わっているかも
しれません。

自らの命を守り、地域を守ろう

どこでもらえるの？

新型コロナウイルス感染症の完全な収束の見通しが立たない中でも、洪水や大地震は発
生します。私たちの住む地域は、建物の倒壊、火災の発生、水道や消火設備・道路の損壊など
の被害が広範囲に及ぶことが考えられ、国や県、市の対応だけではおのずと限界が来ます。
そのため、皆さん自身が自らの命を守り、自発的な避難行動や地域コミュニティで助け合っ
て、救助活動、避難誘導、避難所運営などを行うことが重要です。

長寿介護課・各地域包括支援センター・社会

福祉協議会・市内医療機関に配架します。また、
今後さまざまな場面で紹介していきます。

わかりやすい場所に保管を！
記入したシートは第三者が見つけやすい場所に

伊豆市情報メールで防災情報をチェックしよう！

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）
<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。
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保管、設置しましょう。市では『伊豆市救急医療
情報キット（※）』の中の保管を推奨します。

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を各種ＳＮＳ（Facebook、
Twitterなど）で同時配信中！

冷蔵庫の中など、わかりやすい場所に

■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
→上記の中から欲しい情報が選べます。
伊豆市情報メール
■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

登録サイトQRコード

置いておくようにしましょう。

※伊豆市救急医療情報キットとは？

■
問合せ 社会福祉課 ☎0558（72）9862

救急医療情報キットは緊急時に救急隊や医療機関が確認し、迅速な対応につなげる
ものです。緊急連絡先かかりつけ医、既住歴、服用薬などの情報をあらかじめ記入し、
伊豆市救急医療情報キットに保管しておきましょう。配布を希望する人は社会福祉課
までご連絡ください。

2020. 8
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防 災 1
避難所に着いたら・・・
STEP１ マスクを着用し、避難しましょう

■
問合せ 防災安全課 ☎0558（72）9867

感染症対策を踏まえた、適切な避難行動と避難所の利用をお願します
◯ハザードマップでお住まいの場所の安全性を確認し、自宅や安全な知人宅で
の避難か、避難所への避難が必要か、事前確認と判断をお願いします。

避難する際は、感染症予
防のためにマスクを着用
して避難しましょう。

ここが変わる

◯１人ひとりの感染症対策と避難所の３密回避の徹底により、感染リスクを軽減
した避難所運営へのご協力をお願いします。

STEP２ 手指の消毒・検温をしましょう

避難する前にチェック！
職員の指示に従って検温を受けてください。
（非接触型の体温計を使用します。）

ここが変わる

準備をしておこう！

+      
',   

$



")

*
,           


# 


  

体調が悪い場合は必ず申し出てください。
健康チェックカードも併せて記入しましょう。



□ハザードマップで周囲の危険な場所を確認

!%!&!

感染症を拡大させないために・
・
・



ここが変わる

STEP４ 受付職員の指示に従い、他の人との距離を開けて避難生活を送りましょう

ここが変わる

□健康状態を確認

避難所内では
こまめな換気・手洗いを心掛けましょう。

市では、新型コロナウイルス感染拡大防止のために
自主・指定避難所備蓄品の購入を進めています
３密回避・飛沫防止
◯テント型間仕切り

□避難所での感染を防ぐためにマスクを正しく着用し、
『３密』を避け手洗い・咳エチ
※避難所の利用の要否について、災害リスクと感染リスクを考慮した判断が避難者の
皆さんに求められます。災害が起こる前にあらかじめ確認しておきましょう。

□ 非常用持出品チェックシート
必要なものを把握し、避難時にすぐに持ち出しできるよう
家族で確認しておきましょう。
新型コロナウイルス感染症対策として
□マスク

◯防護衣 ◯ゴーグル ◯使い捨て手袋
◯体温計 ◯フェイスシールド

2020. 8

□ゴミ袋

□寝袋・ブランケット

□貴重品（現金・通帳等）

□常備薬

□ラジオ

□モバイルバッテリー

除菌対策

□体温計

□リュックサック（非常用持出袋）

□着替え

13

□アルコール消毒液

□飲料水・非常食

感染疑いへの対策

□軍手・タオル

体温計

マスク

ゴミ袋

年に一度の
総点検

□懐中電灯（電池）
□防寒具・合羽
□生理用品等

小さい子ども連れ、高齢、障がい、ペット連れなど、ご自身の状況に合わ
せて、避難生活に必要なものも持ち出し品として、忘れずにご準備ください。

◯アルコール消毒液

※個別に使用する分は持参ください

（息苦しさ、だるさ、発熱等がないか）

ケット等の基本的な感染対策を徹底しましょう。



◯マスク

検索

ハザードマップ





飛沫防止

伊豆市

□持出用品は揃っているか
（非常用持出品チェックシートを参考にしてください）

STEP３ 避難者名簿へ記入しましょう

(

1 9

※写真はイメージです。実際の物品と違う場合がございます。

2020. 8
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Information

募集

Information

お知
らせ

ロコトレ教室参加者 ーロコトレ教室で筋力ＵＰ！ー

65歳以上の人を対象に運動機能向上教室（ロコトレ教室）を開催します。
理学療法士の指導により、ロコトレ（ロコモーショントレーニング）でバランス能力と下肢の筋力を改善します。
各会場５回コースで行ないます。また、教室終了後はOB会もご紹介します。
対象者／65歳以上の伊豆市民（65歳未満要相談）
とき・ところ／
場所
修善寺地区
土肥地区

実施日程
加殿公民館

９月29日

10月６日

10月13日 10月20日 10月27日

中浜コミュニティセンター 10月21日 10月28日 11月４日

火曜日

11月11日 11月18日

水曜日

天城湯ケ島地区

上船原公民館

10月２日

10月９日 10月16日 10月23日 10月30日

金曜日

中伊豆地区

天城高原管理事務所

９月10日

９月17日

木曜日

９月24日

10月１日

10月８日

申し込み／８月24日（月）より申し込み開始。各会場先着20名ですのでお早めにお申し込みください。

出張年金相談

伊豆市役所からの

ー年金のこと相談してくださいー

お知らせ

年金の納付、受給手続きについて三島年金事務所
の職員が相談に応じます。相談には事前に予約が必
要です。
とき／９月１日（火）
ところ／生きいきプラザ 第１・２会議室
対象／本人または本人の署名捺印のある委任状（年
金相談委任状）をお持ちの代理人。当日は本人確認
をいたしますので運転免許証や保険証などをお持ち
ください。
予約受付期間／８月３日（月）～先着順
※予約の際に年金番号や配偶者のお名前、旧姓など
をお聞きすることがあります。

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

問合せ・申込み 市民課☎72-9858

やってます。

問合せ・申込み 長寿介護課☎72-9860

お知
らせ

夏休み限定！
中伊豆室内温水プール無料開放

７月28日(火)～８月21日(金）の期間中に中伊豆室内
温水プールを無料開放します。ぜひ、ご利用ください。
対象／市内幼児・保育園、小・中学校・義務教育学校に
通っているまたは、市内在住の幼児、園児、小中学生。
利用方法／入館時に、氏名・住所・連絡先・学校名・
こども園名・学年を必ず受付係にお伝えください。
その他／小学２年生・義務教育学校２年生以下は保護
者が水着着用の上、同伴をお願いします。同伴の保護
者は有料になります。土・日・祝日は有料となります。
【中伊豆室内温水プール】
７月28日(火）～８月21日(金） 月曜日休館
９時～16時(休憩時間12時～13時）

いいねやフォロー、お願いします！

開催

パラリンピック競技体験会

東京2020大会にむけて、実際に用具に触れ、競技
を体験してもらい、多くの人に知ってもらうキッカケ
づくりの一つとして、パラリンピック競技体験会を開
催いたします。
とき／９月の毎週水曜日
ところ／狩野ドーム 19時30分～ 競技／ボッチャ
持ち物／体育館シューズ、運動できる服装、タオル、
飲み物など
申し込み／当日参加も可能ですが、できる限り、事前
に担当までご連絡ください。
その他／詳しい内容は伊豆市HPか、QRコードをス
キャンしてください。
問合せ・申込み 社会教育課☎83-5477

問合せ 社会教育課☎83-5477

▲パラリンピック競技体験会
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▲伊豆市情報メール

お知
らせ
お知
らせ

介護保険料減免制度について

65歳以上の人で、新型コロナウイルス感染症の影
響により、主たる生計維持者の収入減少などがある
場合や、次のすべての要件に該当する低所得の人を対
象に保険料を減免する制度があります。
要件／
〇市民税非課税世帯で、世帯全員に所得がないこと
〇世帯の年間収入（仕送りを含む）が生活保護法によ
る保護の基準に規定する生活費以下であること
〇市民税課税者に扶養されておらず、生計を共にして
いないこと
〇資産などを活用してもなお、生活が困窮している
状態にあり、現金・預貯金・有価証券の保有総額が
350万円以下であること
申請／必要書類など、詳しくはお問い合わせください。

▲伊豆市公式SNS

新型コロナウイルスの影響
による国保税減免

新型コロナウイルス感染症の影響により、次の要件
を満たす人は国民健康保険税が減免される場合があ
ります。
対象となる世帯／
１）新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維
持者が死亡または重篤な傷病を負った世帯
２）新型コロナウイルス感染症の影響により主たる生
計維持者の収入減少が前年の収入額の10分の３
以上
減免の割合／
１）の場合 全額
２）の場合 廃業・失業は10分の10、収入減は所得
に応じ10分の10～10分の2
申請／必要書類など、詳しくはお問い合わせください。
問合せ・申込み 市民課☎72-9858

問合せ・申込み 長寿介護課☎74-0150

2020. 8

14

Information

募集

図書館イベント参加者募集

皆さんの参加をお待ちしております
■修善寺図書館
○大人の工作教室 『すみれ色のクイリングチャーム』
とき／９月26日（土）11時
ところ／視聴覚室
対象／高校生程度以上
定員／10人（定員を超えた場合
は抽選）
お

の

のりこ

▲申込みフォーム
講師／小野 典子
（クイリングアカデミー®副主宰）
締切／９月11日（金）
申込み／修善寺図書館カウンター、電話、電子申請に
てお申し込みください。

○子ども工作教室 ばるーんであそぼう！
とき／８月20日（木）13時～
ところ／視聴覚室
対象／小学生以下（原則、市内在住、在学者）
定員／12人（先着順）
講師／バルーンパフォーマーともちゃん
申込開始／８月４日（火）９時～
○夏の工作教室①
『ゆらゆらモビール』と『ちぎり絵はり絵』
とき／８月１日（土）13時～14時
ところ／視聴覚室
対象／3歳～小学3年生(小さいお子様は保護者同伴)
定員／10人（先着順）
申込開始／７月14日（火）から
○夏の工作教室②『マグネットシアター』
とき／８月21日（金）14時30分～15時30分
ところ／視聴覚室
対象／小学生（４～６年生）
定員／10人（先着順）
申込開始／７月14日（火）から

お知
らせ

問合せ 総合戦略課☎74-3066
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○レゴブロックでスマートスピナー
第２回プログラミング教室参加者募集
とき／９月13日（日）９時30分、11時、13時
ところ／視聴覚室
対象／小学生（原則、伊豆市内在住、在学）
定員／１回６人×３回（先着順）

お知
らせ

勤労者住宅建設資金
利子補給制度

ついに始動！
『運動能力向上委員会』

定員／8人(要申込)
申込開始／７月21日（火）から

問合せ・申込み 社会教育課☎83-5477

しもやま とおる

イ ク シ ア

講師／下山 透（iQXiA代表取締役）
申込開始／８月13日（木）から
問合せ・申込み 修善寺図書館☎72-9867
■土肥図書館
○夏の工作教室 『ロケットジャンプを作って遊ぼう』

市内に在住する勤労者で、金融機関から住宅ロー
ンなどを借りた人に、利子の一部を補助します。
利子補給額／月額3,200円
利子補給期間／返済開始から3年間(伊豆市に住宅登
録以前は対象外）
利子補給の条件や提出書類についてはホームペー
ジをご覧いただくか、お問い合わせください。

募集

近年、子どもの運動能力の低下が進んでいます。そん
な状況を打開するため、
『運動能力向上委員会』を開
催します！子どもの体力テスト向上を目標に月ごとプロ
グラムを組み、徹底指導。運動能力向上を目指します！
とき／9月～10月の毎週月曜日(祝日は除く）
19時30分～
ところ／中伊豆小学校グラウンド・体育館(予定）
内容／跳箱、鉄棒、マット運動など
持ち物／体育館シューズ（上履き可）、着替え、タオ
ル、飲み物など
対象者／小学校１年生～６年生（保護者の参加も可）
申し込み／当日申込みも可能ですが、できる限り、事
前にご連絡ください。

問合せ 観光商工課☎72-9911

とき／８月11日（火）10時30分～11時30分
ところ／土肥支所 4階 集会室
対象／小学生以下(小さいお子様は保護者同伴)

問合せ・申込み 土肥図書館☎98-3109
▲伊豆市HP

■天城図書館
○夏の工作教室 『アーチェリーを作ってあそぼう！』
とき／８月15日（土）10時30分～11時30分

開催

ところ／天城図書館 1階（市民活動センター）
対象／小学生、幼児(小さいお子様は保護者同伴)
定員／10人(要申込)
申込開始／７月25日（土）から
問合せ・申込み 天城図書館☎85-2611
■中伊豆図書館
○夏の工作教室 『紙と輪ゴムでおもちゃを作ろう』
とき／８月18日（火）10時～11時
ところ／中伊豆支所 ２階 第１会議室
対象／小学生、幼児(小さいお子様は保護者同伴)
定員／10人(先着順)
申込開始／７月25日（土）から
問合せ・申込み 中伊豆図書館☎83-5208
申込み／カウンターまたは電話にてお申し込みください

募集

市営住宅入居（随時）

市営住宅の入居者を随時募集しています。
ところ／【募集団地】
修善寺地区 愛宕団地・椿団地・中里団地
土肥地区 土肥団地
天城湯ケ島地区 新青羽根団地・市山楮人団地
対象／【応募資格】
次のすべての条件に該当すること
①同居親族があること
②住宅に困窮していること
③公営住宅法に定める所得であること
④市町村税などに滞納がないこと
⑤暴力団員でないこと
⑥連帯保証人が設定できること
※条件がありますので、詳細についてはお問い合わせ
ください。
問合せ・申込み 用地管理課☎83-5204

宝くじ交付金事業

（財）自治総合センターが実施する『コミュニティ
助成事業』により、本立野区に机、椅子他コミュニ
ティ備品が整備されました。
この事業は、宝くじの社会貢献広報事業費を財源
として、コミュニティの健全な発展を目的に実施され
ています。
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▲マイクセット一式

第１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／９月15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
申し込み／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

伊豆市民文化祭中止について

10月・11月に開催予定の『伊豆市民文化祭』(音楽
芸能・展示部門、園児・児童・生徒作品展）は、新型コ
ロナウイルス感染拡大防止のため、
『中止』とさせて
いただきます。準備を進めていただいている皆さんや
楽しみにされていた皆さんにはご迷惑をおかけします
が、参加者の皆さんの安全面を第一に考慮したもので
す。何卒ご理解をいただきますようお願いします。
問合せ 社会教育課☎83-5476

▲机および椅子

2020. 8
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Information

募集

令和2年度静岡県受託事業

ー介護サポーター育成事業受講生ー

介護周辺業務を担ってくれるサポーターが必要で
す。介護職や介護に興味がある人に対し、説明会を実
施します。ぜひご参加ください。※就労支援あり
開催日／いずれも10時～12時
①９月３日（木）漁民センター（賀茂郡東伊豆町稲取
3354）
②10月13日（火）シグマカレッジ沼津校（沼津市大
手町3-2-20サンフォーレビル5階）
詳細はお問い合わせください。
申込方法／電話・HPにてお申し込みください。
問合せ・申込み
(株)東海道シグマ 介護営業部
☎054-255-4259
EMAIL：info-challecare@tokaido-sigma.jp

お知
らせ

Information

『県民の日』のお得な情報

８月21日（金）は『県民の日』です。市内各施設で
は、料金がお安くなるなどのお得なサービスを実施し
ます。ぜひご利用ください。
■伊豆市湯の国会館
とき／８月21日（金）
内容／次回から使用できる招待券の配布
■だるま山高原レストハウス
とき／８月21日（金）
内容／黒米ソフトクリーム50円引き
■天城ふるさと広場
とき／８月１日(土)～31日（月）
内容／テニスコート（クレー）使用料半額
■昭和の森会館
とき／８月17日（月）～23日（日）
内容／伊豆近代文学博物館入場料無料
問合せ 観光商工課☎72-9911

みんなの掲示板
市役所以外のお知らせコーナー

開催

平和・原爆写真展のご案内

『戦争をしてはならない』美しい日本に、平和をい
つまでも！
本年は被爆者の話をもとにした広島の高校生が描
いた絵も展示します。
とき／８月11日（火）～12日（水） 10時～18時
ところ／生きいきプラザロビー・ラウンジ
問合せ 伊豆市平和委員会☎72-6845

お知
らせ

市民後見人養成研修

社会貢献に意欲と熱意のある市民の人を後見業務
の新たな担い手として活躍できるよう養成することを
目的として開催します。
内容／成年後見制度に関する基礎研修および実務研
修(グループワーク２回＋ＤＶＤ学習)
とき／10月２日（金）～令和３年２月５日（金）
研修内容、申込方法に関しては伊豆市社会福祉協議
会にお問い合わせください。
申込期間／８月25日（火）～９月18日（金）
※新型コロナウイルス感染症の影響により研修内容
が変更になる場合があります。
問合せ・申込み 伊豆市社会福祉協議会☎83-3013
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お知
らせ

障がい児・障がい者の
手当をご存知ですか？

特別児童扶養手当・特別障害者手当・障害児福祉
手当についてお知らせします。
■特別児童扶養手当
対象者／身体・知的・精神に重度または中度の障が
いを有する20歳未満の児童を扶養している人
手当月額／１級 52,500円、２級 34,970円
支給期日／４月・８月・11月の11日
■特別障害者手当・障害児福祉手当
対象者／身体・知的・精神に著しく重度の障がいがあ
るために、常時特別な介護を必要とし、在宅で生活し
ている人
手当月額／特別障害者手当：27,350円、障害児福祉
手当：14,880円
支給期日／５月・８月・11月・２月の10日
◎現在、各手当の受給資格がある人（所得状況により
手当が支給停止されている人を含む）は、所得状況
届を提出する必要があります。対象の人に用紙を郵
送しますので、期限までに必ず提出してください。
届出が遅れると一 時的に支 給が停止されますの
で、お早めに手続きをしてください。
問合せ・申込み 社会福祉課☎72-9863
お知
らせ

敬老会の中止について

新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、例年
各地区等で開催いただいております敬老会につきま
しては、会場によって人と人との距離の確保が難しい
こと、会食を伴うとマスクの着用が難しいこと、参加
者が感染リスクの高い高齢者であることを考慮し、出
席者や関係者の健康と安全を第一に考え、各区長へ
開催中止のお願いをしました。ご理解をよろしくお願
いします。

お知
らせ

ちょういきん

第十一回特別弔慰金

戦没者の尊い犠牲に、国として改めて弔慰の意を表
すため、戦没者のご遺族に特別弔慰金を支給いたし
ます。
支給対象者／令和２年４月１日において、戦没者など
に係る公務扶助料や遺族年金などを受ける方(戦没者
の配偶者や父母など)がいない場合に、次の順番によ
る先順位のご遺族お一人に支給されます。
戦没者死亡当時のご遺族で
１.弔慰金の受給権者 ２.戦没者の子
３.戦没者の①父母②孫③祖父母④兄弟姉妹
(戦没者との生計関係の有無や、ご遺族の婚姻および
養子縁組の状況によって、順位が入れ替わる場合があ
ります。)
４.上記１から３以外の三親等内親族
(戦没者の死亡当時まで引き続き１年以上生計関係を
有していた方に限ります。)
支給内容／額面25万円、５年償還の記名国債
請求期間／令和２年４月１日～令和５年３月31日
請求窓口／社会福祉課
問合せ 社会福祉課☎72-9862
県地域福祉課援護恩給班☎054-221-3625

お知
らせ

重度心身障害者(児)
医療費助成制度

新型コロナウイルス感染症の影響により令和２年３
月から５月のいずれかの月の売上額が前年比30％以
上減少した市内事業者を対象に地域経済応援給付金
を支給しています。申請の締切が８月31日（月）まで
となっているので、お早めに手続きをしてください。
ご不明な点などはお問い合わせください。
給付額／一律10万円

現在交付している受給者証の有効期限は９月末日
です。更新の案内を8月上旬に郵送しますので、期日
までにお手続きください。
対象／次のいずれかに該当する人
○身体障害者手帳１・２級
○身体障害者手帳３級（内部障害）
○療育手帳Ａ
○精神障害者保健福祉手帳１級
○特別児童扶養手当１級
※所得の状況により助成を受けられない場合があります｡
助成内容／申請により受給者証を交付された人に、１
カ月１医療機関当たり500円の負担金を差し引いた
金額を、診療月から約４カ月後に助成します（薬局分
の負担金はありません）。
※身体障害者手帳３級（内部障害）の人は、内部障害
に関する医療費のみを助成します。
※新たにこの制度の対象となったときの年齢が65歳
以上で、住民税が課税されている世帯の場合は、通
院にかかる医療費のみを助成します。

問合せ 観光商工課☎88-5670

問合せ 社会福祉課☎72-9863

問合せ 長寿介護課☎72-9860
お知
らせ

地域経済応援給付金は
８月31日（月）が締切
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９月の 予 定

９月の 予 定
各種相談

相談種類

とき

① 無料法律相談

ところ

16日(水)10時〜12時

予約

問合せ

生きいきプラザ 要予約

市民課☎72-9858

②

行政相談

8日(火）9時〜12時

市民相談室

要予約

市民課☎72-9858

③

結婚相談

12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

④

⑤

職業相談

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

生きいきプラザ

⑥

障がい者
福祉相談

28日（月）
13時30分〜15時

⑦

人権相談

8日（火）14時〜16時

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

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

結婚に関する相談に親身になって応じます。

④

火

2

水

3

木

4

金

5

土

6

日

●伊豆市総合防災訓練

7

月

●図書館休館日（市内図書館）

8

火

9

水

10

木

●市民課・税務課窓口延長（本庁）
●修善寺図書館開館延長

11

金

●１歳６カ月健診（生きいきプラザ）

12

土

13

日

14

月

15
16

20

●市民課・税務課窓口延長（本庁）
●修善寺図書館開館延長

22 火・祝

水

●肺・胃・大腸がん検診＋特定健診
（狩野ドーム）
●健康相談・フッ化物塗布(土肥支所５階)
●肺・大腸がん検診
（熊坂公民館・堀切公民館）

木

●肺・胃・大腸がん検診（牧之郷公民館）
●肺・大腸がん検診
（大平公民館・マックスバリュ修善寺店）
●市民課・税務課窓口延長（本庁）
●修善寺図書館開館延長

25

金

●肺・胃・大腸がん検診＋特定健診
（修善寺総合会館）
●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）

26

土

●肺・胃・大腸がん検診（狩野ドーム） 27
●肺・大腸がん検診
（天城湯ケ島市民活動センター）
28
●肺・胃・大腸がん検診
（生きいきプラザ）
●肺・大腸がん検診（牧之郷公民館）

日

●肺・胃・大腸がん検診＋特定健診
（生きいきプラザ）

月

●肺・胃・大腸がん検診
（中伊豆ふれあいプラザ）
●図書館休館日（市内図書館）

火

●肺・胃・大腸がん検診（熊坂公民館）
●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)
●肺・大腸がん検診
（駅前コミュニティー会館・大野公民館）

水

●市民課・税務課窓口延長（本庁）

23

24

●２歳児・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）

火
水

17

木

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。

18

金

●肺・胃・大腸がん検診＋特定健診
（土肥支所）

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。

19

土

⑥

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。

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。

納期限

休日当番医

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：14,401 人

女：15,583 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 …… 1日(火)､8日(火)､15(火)､29日(火)

計：29,984 人

世帯数／ 13,470 世帯

所在地

電話番号

６
（日） 西脇内科

伊豆の国市
大仁

☎0558(76)3712

13（日） 大和堂医院

伊豆市修善寺

☎0558(72)0015

村田内科
20（日）
クリニック

伊豆の国市
吉田

☎0558(76)8866

中伊豆リハビリ
21
伊豆市冷川
(月・祝) テーションセンター

☎0558(83)2111

伊豆楢の森
22
(火・祝) 診療所

伊豆の国市田
☎050(3636)3399
中山

JＡ静岡厚生連
27（日） リハビリテーション
中伊豆温泉病院

伊豆市上白岩

☎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。

転入数／ 56 人 出生数／ 1 3 人 その他：1 人 増： 70 人
転出数／ 86 人 死亡数／ 44 人 その他：0 人 減： 1 3 0 人

365日24時間
（令和2年７月1日現在）

2020. 8

医療機関

30

図書館でのお話し会

※緊急の場合は 119

●こども園授業料・給食費（９月）、水道料金（修善寺地区以外）（９月）、温泉料金（９月）………25 日
●市営住宅・駐車料金（９月）、保育園保育料（９月）、国民健康保険税（３期）、後期高齢者（２期）
………30 日

日

21 月・祝 ●図書館休館日（市内図書館）

●肺・胃・大腸がん検診
（修善寺総合会館）
●市民課・税務課窓口延長（本庁）
29
●修善寺図書館開館延長

日

21

●離乳食教室（生きいきプラザ）

社会福祉課☎72-9862

内容
①

1

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。

手遊びや絵本の読み聞かせなどをします。
★小さい子のおはなし会（修善寺）幼児・児童
毎週水曜日10時〜10時30分
★日曜日のおはなし会（修善寺）小学生以下
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
12日（土）・26日（土）10時30分〜11時
★うりぼうおはなしかい（天城）乳幼児
10日（木）10時30分〜10時50分
★うりぼうおはなしかい（天城）幼児・児童
19日（土）10時30分〜11時
★おはなしタイムbaby♪（中伊豆）乳幼児
９日（水）・23日（水）10時30分〜10時50分
★おはなしタイム（中伊豆）幼児・児童
12日（土）・26日（土）10時30分〜11時

2020. 8
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ひとり親世帯臨時特別給付金のお知らせ
さづか

佐塚

ふくし

さくら

福士

咲春ちゃん

ひとり親世帯を支援するため、給付金を支給します！

りく

莉巧ちゃん

基本給付 1世帯5万円 第2子以降1人につき3万円

（修善寺）

（柏久保）

１

児童扶養手当を受給しているひとり親世帯
等の人への給付

給付金の対象となる人

おかむら

岡村

りつき

律希ちゃん

おおかわ

大川

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。

（八幡）

みずき

瑞葵ちゃん

（熊坂）

■
問合せ こども課 ☎0558（72）9850

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。
さかい

酒井

さかまき

さく

坂巻

咲ちゃん

おちあい

やよい

落合

彌生ちゃん

（修善寺）

ひまり

陽葵ちゃん

（日向）

（修善寺）

■
問合せ こども課☎0558（72）9864

２

追加給付

1世帯5万円

新型コロナウイルス感染症の影響を受けて
家計が急変し、収入が減少している人への給付
給付金の対象となる人

令和２年６月分の児童扶養手当が支給される人
（申請不要）
公的年金等（遺族年金、障害年金、老齢年金、労災
年金、遺族補償など）を受給しており、令和２年６
月分の児童扶養手当の支給が全額停止される人
（申請必要）
新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急
変するなど、収入が児童扶養手当を受給している人
と同じ水準となっている人（申請必要）

左記、基本給付金対象の①または②に該当する方のう
ち、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が
急変し、収入が減少した人

申請方法について
①の人の追加給付については、収入が減少して
いる旨の申請を行っていただきます。

申請方法について
②③の人については詳細が決まり次第

※詳細についてはお問い合わせください

ホームページにてお知らせします。

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！
うちだ

内田

つちや

るい

土屋

塁ちゃん

ゆうた

支援センター名称（実施場所）

結大ちゃん

（小立野）

（修善寺）

つちや

バト

土屋さん家族

ン
タッ
チ

つかだ

塚田さん家族
（牧之郷在住）

にハマり中
キックバイク

じいじとばあ
ばと初めての
芋掘り

たつや

達也パパ
まや

麻弥ママ

ゆづき

悠月くん（2歳）

はるき

vol.34

悠生くん（0歳）

笑顔で子育てできる伊豆
結婚して生まれ育ったこの町で暮らし始めて７年が経ちました。
２年前に第一子の長男が誕生し、子どもを通して新しい友達にも恵
まれて毎日充実した日々を過ごしています。
息子は電車が大好きでお散歩に行くと必ず駅で電車が来るのを何
十分も座って見ています。近くの実家に帰るとじいじの後ろをつい
て回り、畑で野菜を採ったり、愛犬のお世話をしてあげたりと家で
はなかなかできないことを楽しんでいます。
５月には第二子となる次男が誕生し、我が家は益々にぎやかにな
りました。自然豊かなこの土地で心も身体も真っ直ぐに育っていっ
てほしいと思います。

弟がかわいくてしょうがない

2020. 8

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

お 知 ら せ

児童手当・こども医療・母子医療
ー更新手続きはお済みですか？ー
児童手当や医療費受給者証は、毎年６月中に下記の
書類を提出していただき審査しています。まだ提出し
ていない人は、至急お願いします。
■提出が必要な書類

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

〇児童手当現況届

ひよこくらぶ（なかいず認定こども園）

9時30分～15時

〇こども医療費受給者証更新申請書

あいあいキッズ（天城湯ケ島支所）

9時～16時30分

〇母子家庭等医療費受給者証更新申請書

実施日／月曜日～金曜日。わんぱく広場のみ月曜日・金曜日、9月からは修
善寺東こども園で行ないます。あいあいキッズは第2・第4土曜日も実施。
※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。月曜日～金曜日、9
時30分～11時30分まで開放します。
※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う場合もあり
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。

■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

『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！
ほぼ

23

実施時間

こども課からの

児童扶養手当現況届の提出をお願いします
毎年８月は児童扶養手当の更新時期です。対象者に
は、７月下旬にご案内と申請書を送付しますので、期
間内に必ず申請してください。
受付期間／ 8 月 3 日（月）～ 31 日（月）
受付時間／ 9 時～ 17 時
受付場所／こども課
※20 日・27 日（木）は 19 時まで延長します。
※22 日（土）は 9 時～ 12 時まで受付します。

しほ

NEXT ▶ 保母志保さんにバトンタッチ

2020. 8

22

今年の伊豆市の海で夏を楽しもう！

発行
伊豆市

（法人番号：３００００２０222224）

海水浴場開設期間：８月１日（土）から２０日（木）まで
遊泳時間は各日１０時から１５時まで
松原・新松原駐車場は開設期間中有料となります。
利用時間／ 8 時から 16 時 料金／ 1 日１,２００円

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

ライフセーバーの監視は８月１,２,８,９,10,13,14,15,16,17,18,19,20 日となります。
８月３,４,５,６,７,11,12 日については監視補助員の監視のみとなります。
十分ご注意の上、ご遊泳ください。

安心・安全にご利用いただくために

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

本年は新型コロナウィルス感染拡大防止対策により、
こども用温泉プール“遊らぶ湯”、船の温泉“温泉丸”
“浮き台”
は設置しません。また、市営海の家２階休憩所についてもご利用できません。遊泳エリアも例年より縮小してい
ます。
海水浴場には多くのお客様が集中する可能性がありますので、感染予防対策を講じ、浜辺ではソーシャルディス
タンスを保つなど感染防止に留意するようお願いします。
なお、新型コロナウィルス感染症にかかる緊急事態宣言が再度発令された場合など、海水浴場の開設を中断する
場合があります。

皆さんのご理解ご協力を切にお願いします。

７月 22 日（水）現在

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)

競技開催まであと

356

日 (８月１日時点 )

■パラリンピック
2021年8月24日(火)～9月5日(日)

