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発行／社会福祉法人 伊豆の国市社会福祉協議会

この社協だよりには皆様からいただいた社協会費が使われています。

伊豆の国市社会福祉協議会
公式イメージキャラクター「いずのん」

い ず の く に しい ず の く に し

※新型コロナウイルス感染症拡大の状況により、社協だよりに掲載しているイベント等が中止･延期となる場合があります。※新型コロナウイルス感染症拡大の状況により、社協だよりに掲載しているイベント等が中止･延期となる場合があります。※新型コロナウイルス感染症拡大の状況により、社協だよりに掲載しているイベント等が中止･延期となる場合があります。
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毎月第2・４週　木曜日　11：00～11：30  毎月第2・４週　木曜日　11：00～11：30   
４月スタート！　4/8、4/22、5/13、5/27  ４月スタート！　4/8、4/22、5/13、5/27   

ふくしの部屋ふくしの部屋社協の社協の
ラジオラジオ

伊豆の国市伊豆の国市
社会福祉協議会社会福祉協議会

毎月第2・４週　木曜日　11：00～11：30
4/14、4/28、5/12、5/26

ふくしの部屋社協の
ラジオ

伊豆の国市
社会福祉協議会

“100人”友達 できるかな～♪

YououTubeubeYouTubeでも情報発信をしています！

現在のチャンネル
登録者は17人･･･

最新の動画では、いずのんが
主役で出演しているよ。

可愛いらしいお芝居にご注目！
ぜひ観てね。



◆居場所＆こども食堂一覧

2株式会社 木戸紺屋本店（静岡市）は、社会福祉協議会が推進する地域福祉活動を応援しています！優 発見しさ ！

◆いきいきサロン一覧

ちょこっと寄れるご近所さん
市内には、たくさんのいきいきサロンや居場所があります。
お出かけすることは、運動にも気分転換にもなりますね！
ぜひお出かけください♬

子どもが好き！料理が好き！おしゃべりが好き！ あなたの“好き”を活かすチャンス！！

サロン名称 開催時間地区名 基本的な
開 催 日

天野生き生きサロン

千代田サロン

鳥打いきいきサロン

長瀬いきいきサロン

いちごサロン

仲之台仲よしサロン

谷戸ふれあいサロン

大北サロン

富士見サロン

みかんこサロン

金谷いきいきサロン

天野

千代田

鳥打

長瀬

町屋

仲之台

谷戸

大北

富士見

小坂

金谷

居場所

居場所

居場所

居場所

居場所

居場所

居場所

居場所

居場所

こども食堂

こども食堂

こども食堂

赤とんぼ

笑顔の食材市  元気な千代田

わいわい亭

韮山洋ラン園  オーキッド・スギヤマ

居場所  ほっと・にら

石井米店

まちすけ

くっちゃべり処  よろずや

ぶら～っと三福

子供・ジージ・バーバ食堂

いずのんこども食堂

なかよし子供食堂

第２日曜日

毎週火曜日

第２・第４土曜日

常時開催

第３火曜日

常時開催

常時開催（水曜定休）

平日開催

第３月曜日

第１水曜日

第２・第４土曜日

第３土曜日

9:00～12:00

11:30～12:30

13:30～16:00

10:00～12:00

10:00～16:00

10:00～16:30

16:00～18:00

11:30～13:00

開店時間

開店時間

午後

12:00弁当配布（受付10：00）

南山荘跡

千代田区

多田区公民館

店舗（寺家334-1）

韮山福祉・保健センター

店舗（大仁469）

店舗（大仁597-2）

大仁区個人宅

三福公民館

三福公民館

韮山福祉・保健センター

天野公民館

長岡

千代田

多田

南條

四日町

大仁

大仁

大仁

三福

三福

四日町

天野

第１月

第２土

第３火

最終水曜

第2月

第2火

第３木

第２月

第１木

第２火

第１月

10:00～12:00

13:00～16:00

13:30～15:00

9:30～11:30

9:30～11:30

9:30～11:30

9:30～11:30

9:30～11:30

9:30～11:30

13:30～15:30

13:00～15:00

サロン名称 開催時間地区名 基本的な
開 催 日

寺家サロン

多田区いきいきサロン

ワイワイどてわだ

中･内中いきいきサロン

中條いきいきサロン

奈古谷いきいきサロン

南條地域サロン

山木いきいきサロン

四日町いきいきサロン

高原サロン

長崎いきいきサロン

寺家

多田

土手和田

中・内中

中條

奈古谷

南條

山木

四日町

高原

長崎

任意

第1金

第2土

第３火

任意

土曜日

任意

第３・4土

任意

任意

第３木

9:00～12:00

13:00～14:30

13:00～15:00

10:30～12:30

10:00～13:00

9:30～12:00

10:00～12:00

13:00～14:30

10:00～12:00

13:00～15:00

13:30～15:00

サロン名称 開催時間地区名 基本的な
開 催 日

エバーグリーン

原木いきいきサロン

いきいきサロン中島

守木いきいきサロン

三福いきいきサロン

ふらっと

立花台

原木

中島

守木

三福

立花

日曜

任意

第2月

第3木

第3月

第3火

13:30～15:00

9:30～11:00

10:00～13:00

9:30～11:00

9:30～11:00

13:00～15:00

実施形態地区名 開催時間基本的開催日 会　　場名　　称

応援サポーター大募集　子どもの笑顔見つけ隊♪！！

こどもの居場所づくり探検ツアー

4月23日（土）10：00～12：30　

「子どもの居場所ってなに？」「こども食堂ってなに？」「自分ができることはなに？」
　お話を聞いて、見学してイメージを膨らませて、あなたの好きを活かしてみませんか？

●日時／
①こども食堂や子どもの居場所づくりについて
②土曜日の子どもの居場所の見学

●内容／ “第1弾”にお申込みの方へ後日お知
　らせ致します。

韮山福祉・保健センター●会場／ ●食品衛生講座は5月頃開催予定です。

申込み 伊豆の国市社会福祉協議会 055-949-5818

【第１弾！】

両日ともご参加ください。

【第２弾！】

定員30名

※上記サロン・居場所・こども食堂は、新型コロナウイルス感染症の影響により、開催日時や会場、内容が変更に
　なる場合があります。詳細は伊豆の国市社会福祉協議会（055-949-5818）までお問合せください。

◆

こども
食　堂 居場所 サロン

いきいきサロンとは…開催地にお住まいの高齢者のための集いの場です。

居場所・こども食堂とは…伊豆の国市の皆さんが訪れることができる集いの場です。
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社協を活用してみませんか？社協を活用してみませんか？社協を活用してみませんか？社協を活用してみませんか？社協を活用してみませんか？
　社会福祉協議会では、区の皆さまの地域福祉活動や、これから新たに取り組もうとされている
〝いきいきと〟〝今よりももっと楽しく〟〝安心安全に〟暮らすための活動を応援します。

お気軽にお問合せください。

社協では、イベント・レクリエーション用品など、最大２週間の
貸出しをしております。行事などでぜひご利用ください。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　           　
■貸出物品：防災かるた・輪投げ・ボーリング
　　　　　　抽選箱・臼・杵・ポップコーン機 等
※詳しくは社協ホームページをご覧いただくか窓口までお問合せください。

・福祉について様々な講義が出来ます。

・認知症について
・こども食堂について
・災害ボランティアについて
・いずのん派遣について
・ボランティアの基礎について
・車イス体験講座について
・アイマスク体験講座について など

区が行う地域福祉推進の為の活動を応援し
ます。申請者は区長です。
例えば…「子どもや高齢者の見守り活動を活
発にするぞ！」「防災や介護講演会で区民の
意識をアップ！」「頑張っているサロン、こど
も食堂を応援したいな…」など。

◎車イスの扱い方を教えてほしい！

1.

①政治及び宗教的活動を目的とする可能性
　があるもの。例)特定人の選挙活動に関す
　ること、◯◯神社祭典に関すること
②反社会的勢力に当たる可能性があるもの。
③国や市から助成を受けている活動。
　例)敬老会
④対象外経費 定例会
　議の資料代、慰労会
　の飲食代、事業に関
　係の無い備品　等

2.

助成対象となる活動

助成の対象とならない活動

3.助成額 上限５０，０００円

ボランティアグループや区組織が行う、地域住民
同士の支え合いや助け合いの活動に助成金を
交付します。いきいきサロン、居場所、子育てサ
ロンなど。

1.

①特定の方だけを対象とした活動。趣味や
　サークル活動、営利、政治、思想及び宗
　教活動を目的とした活動。
②自宅や店舗一角の開放は、日常生活や営
　業との区別がつかないので対象外となる
　場合があります。

※別途、立上げ支援助成金あり。
※助成金額は申請時期によって異なります。

2.

助成対象となる活動

助成の対象とならない活動

3.助成額 運営支援 上限３０，０００円

【講義内容例】

・介護保険ってどう使うの？そんな疑問を社協職員がお伝え出来ます。
◎介護保険について教えてほしい！

※気になる自治会の方はお気軽に社協にお問合せ下さい。
◎福祉用具の使い方について教えてほしい！

社 協 職 員 派 遣 事 業

物 品 貸 出 事 業

地 域 福 祉 活 動
　 事 業 費 助 成 金

地 域 福 祉 活 動
　 拠 点 づ く り 助 成 金

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・市内に拠点を置いて、定期的に実施する活動
・上部団体等から補助金の交付を受けていない活動

お問合せ 伊豆の国市社会福祉協議会 地域福祉係まで055-949-5818

社協は区の皆様の活動を応援しています。お気軽にご相談下さい。

（三福区）

〈防災かるた〉 〈輪なげ〉



4災害は日頃の備えが大切です。備蓄は？避難所は？情報は？日頃の確認と地域との繋がりが大切です。

　感染症対策のため、災害ＶＣ（ボランティアコーディネーター）伊豆の国と社会福祉協議会、市関係課のみ参加
とし、災害ボランティアセンター設置予定の韮山福祉・保健センターを会場にセンター運営の流れを確認しました。

運営訓練を実施しました！
災害ボランティアセンターの

《ボランティアセンター運営訓練の実施》

“災害ボラン“災害ボランティアィアセンタセンター”とはー”とは“災害ボランティアセンター”とは 社会福祉協議会の主な役割とは社会福祉協議会の主な役割とは社会福祉協議会の主な役割とは
　災害が起きた際に活躍するボランティアの活動を円
滑に進めるため被災地に設置される拠点のことです。
　伊豆の国市では、市の要請に基づき社会福祉協議会
が設置する予定です。

被災地の困りごとを現地調査や近
隣住民から得た情報を元に集約し、
今後の方針等を検討しました。

ボランティアセンターのレイアウト
や社協と災害VCの役割分担を確認
し、スコップや一輪車、送風機など
の資機材は、本年度設置した市内福
祉施設の「韮山・ぶなの森」様に設
置した防災倉庫から搬出しました。

訓練当日は、駐車場にテントを設置
し実際の流れを確認しました。また、
感染症対策として会場での密を避
けるため、事前に自宅からでもボラ
ンティアの登録ができるグーグルフ
ォームを活用しました。

★ニーズ(困りごと)の把握
★災害ボランティアの派遣
★情報発信
★関係機関との連携
★訓練や防災に関する講座の実施

①スマートフォンの
　カメラ機能を起動、
QRコードを写す。

※実際の事前登録は、災害が発生した後に本会のInstagram、Facebook、ホームページ等から取得することが
　できるようにいたします。なお、感染症の影響により市外の方のボランティアをお断りする場合がございます
　ので、ご了承ください。

②画面にURLが表示
　されたら、タッチ。

③下記のような画面が表示
　されたら氏名等を入力。

④全ての項目の
　入力が完了し
　たら一番下の
　送信をタッチ。
　メールが届い
　たら登録完了。

スマートフォンでの事前登録の手順について
※お使いの機種により表示される画面が異なる場合がありますので、ご注意ください。

実施

ここをタッチ

※は、回答必須
項目です！！

送信

災害ボランティアセンター開設訓練
1/13（木）

災害ボランティアセンター開設訓練
1/15（土）

災害VC伊豆の国と運営準備
1/14（金）

ステップ1

ステップ2 ステップ3訓練当日までの流れ訓練当日までの流れ
3ステステップップ！

訓練当日までの流れ
3ステップ！

ボランティアの皆様を
現地に派遣するために
マッチング！

倉庫から必要な
資機材を搬出！

〇〇地区は被害が
ありそうですね。



5

自分のためや誰かのために活動しているボランティアさんがたくさんいます。
誰もがヒーロー（主役）となり、生きがいを持って輝いています。

知ってください、活動を！ 仲間になろうヒーローズ☆
ボランティアに興味がある方は、社協（055-949-5818）までお電話ください！

I Z U N O K U N I  H E R O E S

社協は、ボランティア活動を応援しています。あなたの「得意」や「やりたい気持ち」を地域で活かしませんか？

【募集内容】
●既に手作りしてあるマスクや手提げバッグ、ナップ
サック（布：横30㎝×縦40㎝ 紐：1本約1.5ｍ）、雑巾
　などのご寄付
●対象：幼児から小学生向け

※布は社協にございますのでお申し付け下さい。

団塊世代支援

集まれ！おひさま手芸部 絵手紙ポスト多 世 代
交流事業

テーマ『野菜』もしくは自由
●募集期間／６月３０日（木）まで

第14弾！

ハガキサイズであれば描き方は問いません。
また、切手は不要で、お子様からどなたでもご参加い
ただけます。

ポストは韮山福祉・保健センター内の社協窓口にごポストは韮山福祉・保健センター内の社協窓口にご
ざいますのでご来場の際はぜひ投函下さい。ざいますのでご来場の際はぜひ投函下さい。
ポストは韮山福祉・保健センター内の社協窓口にご
ざいますのでご来場の際はぜひ投函下さい。

災害災害VCVC（ボランティアコー（ボランティアコーディディネーネーター）ー）伊豆の国の国災害災害VCVC（ボランティアコー（ボランティアコーディディネーネーター）ー）伊豆の国の国災害VC（ボランティアコーディネーター）伊豆の国
　災害が発生した際に、市と社会福祉協議会が共同で設置する災
害ボランティアセンターで、支援を必要とする被災者の困りごとを
把握し駆け付けたボランティアを受け入れ、現地へ派遣するなど
地域を支えるための活動を行っています。

伊豆の国市社会福祉協議会
韮山福祉・保健センター055-949-5818

回収窓口
お問合せ

ボランティア活動保険の手続きはお済みですか？４月になりまし月になりました！４月になりました！
【加入対象者】
社協が運営するボランティアセンターに登録されているボランティアやボランティア団体
【対象となるボランティア活動】
国内における自発的な意思により他人や社会に貢献する無償のボランティア活動
【対象とならないボランティア活動】
例）ボランティア団体の親睦会、PTA・自治会、老人クラブ・子供会など
ボランティア活動以外の目的で作られた団体の活動、有償のボランティア

【事故が発生した場合】
事故発生後、速やかに社協までご連絡下さい。また、事故発生から30日以内に事故報告が提出できない場合は、
保険金の全額又は一部がお支払いできないことがありますのでご注意下さい。

（伊豆の国市四日町302-1 ）手続き・お問合せ 伊豆の国市社会福祉協議会 055-949-5818

～ ボランティア活動保険とは、無償で活動する方々のための補償制度です ～

詳細は
「ふくしの保険」で
検索してください。

　３月５日(土)に開催を予定しておりましたが、感染症拡大防止のため、中止いたしました。
楽しみにお待ちいただいた方には申し訳ございませんが、また来年のご参加をお待ちしております。

【お知らせ】第16回市民ボランティアのつどいについて

新規会員
大歓迎です！



6社協だより、ホームページ、フェイスブック、インスタグラム、YouTube…様々な方法で情報をお届しています。

　災害時に備えて炊き出し訓練の実施や、非常時に役立つビニール袋を使用
した調理法を広める活動などを行っています。
 地域に根付いた活動を一緒に行う仲間を募集中です！見学からご参加いただ
けます。事務局（伊豆の国市社協055-949-5818）までご連絡ください。

伊豆の国市赤十字奉仕団
ただいま活躍中のグループや活動をご紹介します

★いずのんこども食堂

※新型コロナウィルス感染拡大の状況によって中止、延期の可能性があります。

●日時／５月28日（土）10：30～11：30
●内容／ピーマンの植え付け
●会場／韮山福祉・保健センター玄関付近
●対象／市内在住の18歳未満の子ども
●定員／10名程度
●協力／園芸福祉ボランティアなごみ

受付10時～（予定食数が無くなり次第終了）弁当配付12時～
★おもちゃ図書館
幼児の遊び場。おもちゃや絵本がいっぱい♪
★まんが図書館＆宿題ルーム
小学生以上が読書や宿題など自由に過ごせるスペース。
★おもちゃ病院
壊れたおもちゃを修理。まずはおもちゃドクターが診断を。
★いずのんこどもファーム（右記参照）
野菜栽培やワークショップなど、自然とのふれあい。
★子ども発達相談
遊びながら気軽に受けられる
相談会
★卓球
大人も子どももいざ勝負！！

手話奉仕員養成講座 受講生募集

伊豆の国市赤十字奉仕団は、平成17年の合併により誕生し、
韮山・伊豆長岡･大仁の３分団で構成されています。

伊豆の国市社会福祉協議会 055-949-5818申込み・お問合せ

イカしドキッ♥イカしドキッ♥
活かし時活かし時
イカしドキッ♥
活かし時

字奉仕団は

韮山中学校で体験学習を行った様子

令和３年度
講座での様子

令和３年度ミニトマト栽培の様子

子育て支援事業子育てを応援！
みなさまの

土曜日の子どもの居場所

子ども達が元気に遊び、体験する地域の居場所です。

◎開催日時／第２・４土曜日 10：00～12：00
◎会　　場／韮山福祉・保健センター

～子ども達の、子ども達による、子ども達のための農園～

身振りや表情・指さしなどは
大切なコミュニケーションです

いずのんこどもファーム

055-949-5818
◆申込み／伊豆の国市社会福祉協議会

ビタミンCなどの栄養が
豊富で、免疫力を高める
などの効果があると言
われているよ！
実はぼく、スーパー野菜♪

●受講期間／ 令和４年５月10日（火）～令和５年２月14日（火）（全40講座）
毎週火曜日　19：00～21：00

●会　　場／韮山福祉・保健センター
●対　　象／伊豆の国市・伊豆市在住または在勤の方
●定　　員／20名
●受 講 料／無料（別途テキスト代として3,300円頂戴します。）
●応募締切／令和４年５月６日（金）まで

講座

令和４年９月17日（土）・12月17日（土）（全６講義）
両日ともに　9：30～15：30

講義

子
み

会



7 社協会費はいつでも受け付けております。あなたの優しさは地域を動かす力になります。ご協力よろしくお願いします。

　　　　　　　　　　　　　　　　　石井紅音・大輔　鈴木玲依・結依　やぶさきみんさ　清皇介　藪嵜秀真　小粥敏子
萩原千尋　仲田貫一・京二・千恵・八重　土屋れふあ・あいな　小松あき代　北川むつ　武井靜子　日吉真備　鈴木明子
小川和枝　すずきゆめ　すずきえな　土屋玉枝　北島浩子　浅田美歩　笛吹智子　榊原優心　赤池由香里　半田由依
鳥居槙子　うえのとしき　小池輝子　小早川慶子　今井毅　あゆみ保育園　司法書士山田茂樹事務所　ひまわり保育園
フラワーセラピー研究会　(株)TOSEI　矢田工業(株)　伊賀ショッピング　メガネのタニグチ　渡邊技巧　匿名20件
                  匿名１件
　　　　　　小粥敏子　モロイ美音　匿名３件
　　　　　　髙橋宏美　萩原千尋　杉本光世　高井ゆき子　匿名４件
　　　　　　原有夫　加々見敦司　萩原千尋　東レ㈱三島工場　一般財団法人静岡県労働福祉事業協会 おおとり荘
　　　　　　㈱大仁まごころ市場　伊豆の国農業協同組合 苺委員会　伊豆長岡地区民生委員児童委員協議会　
　　　　　　大仁地区民生委員児童委員協議会　居場所赤とんぼ　東京電力パワーグリッド㈱伊豆支社　匿名14件
　　　　　　小粥敏子　伊豆の国物産館 店長 片山由美子　齋藤智恵子　匿名2件

【マ　ン　ガ】
【文具バンク】
【手　芸　品】
【食　料　品】

【そ　の　他】

おもちゃ図書館開館中おもちゃ図書館開館中！！！！おもちゃ図書館開館中！！
韮山福祉・保健センターに 社協子育て支援事業社協子育て支援事業社協子育て支援事業
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お友達いっぱい集まれ♪
障がいのあるお友達や未就学児のお友達がご利用できます。
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　いずのんおもちゃ病院、まんが図書館＆宿題ルーム
　いずのんこども食堂 10：00 受付開始　12：00～弁当配布

　感染症の影響により、急遽開館予定が変更
となる場合があります。開館予定の変更は、
フェイスブックやインスタグラムにて情報を
発信しています。事前にご確認下さい。

※くらし相談
生活や就労、家計相談 相談支援員月曜日～金曜日  9：00～16：30 ―

※障がい者成年後見相談 成年後見支援センター相談員―

子ども発達相談
発達に対する日常生活上の不安やお悩み 専門相談員

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

お 知 ら せ コ ー ナ ー
相談日のお知らせ（４月～５月）

会場　韮山福祉・保健センター
         　055-949-5818

相談は市内在住の方を対象としています。司法書士相談、子ども発達相談は予約制です。キャンセルされる場合は速やかにご連絡下さい。

相談の種類 相談日時 予約受付開始日 相談員

福祉総合相談 月曜日～金曜日  9：00～16：30

火曜日 10：00～16：00

― 福祉総合相談員

司法書士相談
成年後見、財産管理、
遺言、相続など

司法書士
4月19日（火） 13：30～16：30 3月22日（火）
5月17日（火） 13：30～16：30

個別の発達相談は8・10・12・1・2・3月に
開催されます。（初回 8月27日）

4月18日（月）

随時

皆様から寄せられましたたくさんの善意はご趣旨を
活かし有効に活用させていただきます。
【令和4年１月１日～2月28日　敬称略・順不同】

寄付金

【牛乳パック・アルミ缶・使用済切手】物品寄付

あたたかいきもちあたたかいきもちあたたかいきもちあたたかいきもち

※くらし相談、障がい者成年後見相談の会場は、伊豆の国市役所大仁庁舎・福祉事務所です。　　0558-76-8012

・日吉真備　1,097円　・阿部三郎　20,000円　・大仁中26年卒業生　195,802円　・匿名２件　3,381円

月5 ※土曜日の子どもの居場所　第２・４土曜日　10：00～12：00

㈲内田米店　㈱木戸紺屋本店【特別会費】社協会費

伊豆の国市立韮山中学校ふれあい委員会　27,832円共同募金

※予定食数が無くなり次第受付終了。
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月4

【赤い羽根共同募金・学校募金】

伊豆の国市立韮山中学校ふれあい委員会

2月号にて寄付者名の誤りがございました。正しくは荻野敬裕・故 荻野京子 でした。誠に申し訳ございませんでした。お詫び

【いちご100パックをご寄付】

伊豆の国農業協同組合 苺委員会

【アルファ米500食をご寄付】

東レ㈱三島工場



◆お問合せ／伊豆の国市社会福祉協議会 総務係◆お問合せ／伊豆の国市社会福祉協議会 総務係　055055-949949-58185818◆お問合せ／伊豆の国市社会福祉協議会 総務係 055-949-5818

〒410-2123 伊豆の国市四日町302-1 韮山福祉・保健センター
TEL.055-949-5818 FAX.055-949-2540

社会福祉法人伊豆の国市社会福祉協議会
●一般会費 ５００円　●賛助会費（一口）１,０００円　●特別会費（一口）５,０００円

❖事務職員…1名（生活困窮支援業務や子どもの学習支援企画運営）
要件【社会福祉士の資格有、普通運転免許】

❖韮山地域包括支援センター…1名（介護相談やケアプランの作成業務）
要件【介護支援専門員の資格有、普通運転免許】

○勤務時間／月曜日から金曜日の8：30～17：15　休憩60分
○休　　日／土・日曜日、祝日、年末年始、夏季休暇
○勤 務 地／伊豆の国市韮山福祉・保健センター又は伊豆の国市役所大仁庁舎
○給　　与／本会規程による（賞与・退職金あり、社会保険・雇用保険加入あり）

　皆様からの会費が地域の充実した福祉を推進するために
役立てられています。
　会費のご協力をお願いします。

社会福祉協議会
会費のお願い

社協会費をありがとう

《まんが図書館＆宿題ルーム》

 毎月第2・４週　木曜日　11：00～11：30   
 ４月スタート！　4/8、4/22、5/13、5/27   

伊豆の国市社会福祉協議会 正規職員募集正規職員募集正規職員募集
！！緊急募集！！

皆様から寄せられた社協会費等を財源として、ボランティア活動・福祉教育の支援、地区サロン活動、ひとり親家庭への
支援などの地域福祉事業を実施し、安心して暮らすことができる福祉のまちづくりを推進しています。

令和4年度 社協会費・日赤会費社協会費・日赤会費社協会費・日赤会費

社会福祉協議会会費
一般会費
市内在住の世帯

賛助会費
日本赤十字社会費

協力会費
地域福祉及び社協事業に

賛同される個人

特別会費

一世帯500円 一口1,000円 一世帯500円以上一口5,000円

地域福祉及び社協事業に
賛同される法人、団体等

●賛助会費・特別会費は税法上「寄付金」として取り扱われます。
（所得税法第78条2項第3号、法人法第37条第1項及び第4項に該当します。）

ひとり親家庭等へ食料品を提供
結バンク事業
ゆい

サロンの運営費助成・活動支援
いきいきサロンへの支援

被災地への救助活動資金
災害救助の支援

へのご協力をお願いいたします！

※一般会費は区長・組長様を通じて
　お願いさせていただきます。

※個人・法人で寄付金を拠出した場合税制上の優遇措置が受けられます。

赤十字の精神と事業をご理解いただき、
一世帯500円以上をお願いしています。

ひとり親で子どもを
育てています。

子育ても経済的にも
不安です。

住み慣れた地域で
暮らしていきたいです。
気軽な居場所は
ありますか？

自分の住んでいる街で
もし災害が起きたとき、

不安です。

口5000円

される法人、団体等

口1000円世帯500円

協力会費

世帯500円以上

ゆい

社協会費は、様々な課題を解決するために活用しています。
皆様に使い道の一部をご紹介します！

日赤会費は、災害支援事業や赤十字
奉仕団活動等に活用しています。

伊豆の国市四日町302-1  韮山福祉・保健センター
伊豆の国市社会福祉協議会・日赤伊豆の国市地区事務局 055-949-5818申込み・お問合せ
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