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伊 藤 千惠子

七飯町共同募金委員会

会長

町 民 の 皆 様 に は、 常 日 頃 よ り 地 域 福 祉 に 対 し 深 い
関心とご理解ご協力を賜り心より感謝申し上げま
す。
超高齢化・少子化・核家族化が進み一人暮らしの
高 齢 者 や 高 齢 者 夫 婦 世 帯 の 増 加、 認 知 症 高 齢 者 が
年々増加し大きな地域課題になってきています。こ
の様なニーズへの対応にあたっては、公的サービス
支援や専門性が必要な時は専門職機関へ連携を図っ
て対応をしてきましたが、今後はそれだけではなく
できるだけ地域住民やボランティアの主体的な互助
活動で支えていける地域福祉を推し進めていかなけ
ればなりません。
平成 年度より動き始めた地域の特性を生かした
新しい地域づくりの新地域支援事業や平成 年４月
からは生活支援サポーター事業及び地域介護予防活
動推進事業が新たに始まります。
要援護者を地域住民とボランティアが連携し生活
支援を担い、地域介護予防活動推進では地域サロン
の増加を図り地域のつながりを大事にしていきたい
と考えています。社協は地域福祉推進の中核団体と
して、町民・町内会・民生委員や福祉団体等そして
行 政 と 連 携 を 図 り、
「町民がいくつになっても安心
して暮らせる街」を目指し地域福祉の向上に努めて
まいりたいと思います。
また、赤い羽根共同募金では、皆様の協力のおか
げをもちまして、目標額には届きませんでしたがた
くさんの募金を集めることができました心より厚く
お礼申し上げます。
これも一重に、町内会・民生委員や地元企業をは
じめ各団体のご協力ご努力の賜物と厚くお礼申し上
げます。赤い羽根共同募金や社協会員会費は町内の
地域福祉推進活動の財源として活用させて頂いてお
ります。これからも、赤い羽根共同募金及び社協会
員会費へのご協力をよろしくお願い申し上げます。
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今年も町内の皆様には多大なるご協力
を頂き、誠にありがとうございました。
今年度は残念ながら目標金額の４００万
円には届きませんでしたが、皆様の善意
を北海道内や七飯町内の福祉活動に活用
させていただきます。

七重小学校

藤城小学校

三嶋神社
七飯町商工会
見晴公園歯科・矯正歯科クリニック
函館脳神経外科七飯クリニック
㈱林商店
㈲かわじり生花店
道南うみ街信用金庫
㈲花彦
㈲ワールド薬局
宮村内科医院
㈱藤田板金工業
ななえ山本歯科クリニック
㈱八晃建設
聖樹の杜
㈱ななえ葬祭
㈲松田電設
㈱ほくとハイヤー
なかの歯科クリニック
㈱小林左官工業所
㈲北海道新聞原子販売所
新函館農業協同組合七飯支店
藤建設工業㈱
つぼ八ななえ店
セブンイレブン渡島七飯店
松栄建設㈱
㈱ＺＥＲＯコーポレーション
㈲松田砕石
あかまつ調剤薬局
向井クリニック
㈲佐藤運輸
医）立青会 なるかわ病院
㈲アインシュタック ブロート
㈱加藤栄好堂
㈲菓子舗喜夢良
老人保健施設あかまつの里ななえ
はるこどもクリニック

平成 29 年度

赤い羽根共同募金実績

個別募金 （訪問・封筒） 2,227,814 円 職域募金 （役場等の従業員を対象）
52,185 円
0円
街頭募金
76,120 円 興行募金 （カラオケなどのイベント）
法人募金
892,500 円 募 金 箱 （地域センター含む）
137,707 円
学校募金
60,083 円 そ の 他 （窓口対応他）
155,823 円
合
計
3,602,232 円

大沼小学校

大沼グレートラン

一般社団法人 匠和
㈱久慈製作所
㈱スローライフ
㈲みどり興産
㈱シンオシマ
七飯花自動車商会
山崎鉄工所
大竹運送㈱
㈱相互建設
㈱はこだてわいん
㈲古舘自動車サービスセンター
ヤマトタカハシ㈱北海道昆布館
セブンイレブン七飯バイパス店
明林寺
㈱工房 蕎麦小屋
㈱ＪＰハイテック函館事業所
電源開発㈱北地域流通システムセンター
㈲田中清掃
㈲秋田建築板金
佐藤歯科クリニック
㈲石田時計店
ふじた商店
奴寿司
正覚寺
㈱伊藤組
㈱財津自工
㈲小泉組
㈱フレンドリーベア
㈱鈴木事業所
㈱羽衣運輸
㈱ワッズ
㈱ワタナベ電器
㈲金子建設
㈱青函設備工業大沼支店
セブンイレブン七飯大沼店
北海道寿観光サービス㈱

㈲大沼交通
㈱ブロイハウス大沼
大沼合同遊船㈱
㈱沼の家
ステーションホテル旭屋
㈲源五郎
鍋谷歯科医院
大沼鶴雅オーベルジュ エプィ
昭和寺
野畔の花
㈲山川牧場自然牛乳
㈲金子電気
大信寺
㈲大沼肉牛ファーム（小澤牧場）
久保田牧場
㈱アプレ
創価学会
景雲寺
㈱マルエイ柴田土建
三木内科泌尿器科クリニック
㈲大塚自工
法雲寺
㈱グリーンオオモリ
水島道路㈱
㈱石岡工業
㈲三木電気
たかはし皮膚科クリニック
カワマタビルド㈱
医療法人社団 慈遊会 望ヶ丘医院
にしや整形外科クリニック
㈱三栄冷暖工業
㈲かけがわ不動産
㈲グループホーム和
有料老人ホームおおかわ
㈱中電設工事
㈲金見電器

大沼中学校

職域募金

㈲篠田商会
㈲ななえ印刷
㈲アート伊藤運送
東栄興業㈱
㈲道南特殊衣料
㈲野村鉄工所
鳴川運送㈱
中水食品工業㈱
㈱天狗堂宝船
岩井電気工業㈱
七飯アサノ生コンクリート㈱
㈱小松工業
九島動物病院
㈲秋田工務店
杉山農場（杉山悦男）
オーシャンコーヒー
七重小学校児童会
軍川小学校児童会
大沼小学校児童会
藤城小学校児童会
大沼中学校生徒会
峠下小学校児童会
藪下義晴
寺沢久光
大竹幸次郎
奥寺洋
川村京子
老人クラブ羽衣会
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赤い羽根共同募金助成を受けている団体一覧
団体名
1 七飯町町内会連合会

七飯町を住みよいまちにする活動

活動概要

団体名

10 精神障害者回復者クラブ「和の会」 精神障害者支援

2 七飯町老人クラブ連合会

ローレンピック等活動支援

11 障がい児通所支援施設 ななえ あーす
12 七飯町ボランティア連絡協議会

3 七飯町民生委員児童委員協議会 民生・児童委員の身近な活動の支援
4 介護者と共に歩む会
5 七飯町しおん会
6 七飯町身体障害者福祉協会

特定非営利活動法人自然環境応援団

認知症の家族会と認知症予防
13 市民後見人の会ななえ
運動普及活動
ひとり親ネットワークの支援活動 14 七飯町立峠下小学校
身体障害者支援

7 七飯町手をつなぐ育成会
知的障がい者の支援活動
8 自閉症者を支えよう「あっぷる」 自閉症者の支援活動

大沼文化祭

大中山コモン
大沼交流プラザ
セブンイレブン大沼店
ポロトポント
ＪＡ新はこだて大沼支店
あかまつ調剤薬局
七飯町役場
七飯郵便局
セブンイレブン渡島七飯店
ゆうひの館
あかまつの里ななえ
ななえ新病院
道南うみ街信金
ＪＡ新はこだて七飯支店
保健センター
こなひき小屋
望ヶ丘医院
中川石油
ＪＡ新はこだて大中山支店
富原商店
そば処ふでむら
大中山出張所
アップル温泉
好日園

ボランティア団体の活動支援
成年後見制度の普及活動
学校及び近隣の美化活動
プルタブ回収で車椅子を

16 七飯町立七飯中学校

学校及び近隣の美化活動

17 七飯町立大沼中学校鈴蘭谷分校

大沼雪と氷の祭典に参加協力

藤城文化祭

信金前街頭募金

本町文化祭

ベーカーズベーカリー
大沼婦人会館
ななえあーす
つぼ八ななえ店
カラオケルームトマト
道南福祉ねっと ToMo ハウス
道南福祉ねっと PORT ハウス
道南福祉ねっと NEW ハウス
道南福祉ねっと ALL ハウス
道南福祉ねっとえーる
ローソン西大沼店
ハセガワストア藤城店
社協本部
フェニックスコート
ツルハドラッグ七飯鳴川店
ツルハドラッグ七飯店

障がい児通所支援

15 七飯町立大中山中学校

９ 七飯町レクリエーション協会 全国レクリエーション大会に向けて 18 社協広報活動

大中山文化祭

活動概要

社協ニュースによる広報活動

役場前街頭募金

大中山街頭募金

平成２９年７月５日から発生した大雨等により、九州地方で
は人的被害、住家被害等大きな被害が発生し、災害救助法が適
用されました。
この災害発生に伴い、被災された方々を支援するため、義援
金の募集を行うこととなり、ここ七飯町
でも７月に街頭募金活動をし、北海道共
同募金会を通じて福岡県共同募金会、大
分県共同募金会に送金致しました。
義援金は３月３０日㈮まで引き続き受
け付けておりますので、皆様の温かい善
意をよろしくお願い致します。
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今年度も後半にさしかかり、支え合い事業での町内会の取組がさまざまなシーンにて、活動がなされております。
ひとつひとつの活動・交流の輪が地域の温かい明るい明日への繋がりになる大事な元気の支えとなっている事と思いま
す。各町内会での交流活動の様子や社協事業での事業の活動を一部ご紹介致します。

大川十字街町内会では

川尻親交会世代交流

大川美園町内会では

地域の体育館で節分の豆ま
きで賑わい楽しむ交流

見晴町内会ふれあいサロン交流

餅つきぺったん交流皆で仲
良く一緒に餅をついて食べ
て仲良く楽しく交流

年４回「おしゃべり会」で会館に
集まり、皆で歌を歌ったり、お正
月にはおしるこを食べて和みなが
ら近況語らい交流

新年会にてマジックショーを観
覧したり、カラオケやゲームで
楽しんだり今年の抱負を皆で話
して交流

ひとり暮らしの方を対象に今年度も交流会を「ホ
テル函館ひろめ荘」にて、開催致しました。１０
月２０日㈮大沼地区をかわきりに、１０月２５日
㈬本町地区、１０月２６日㈭大中山地区、３地区
に分かれてそれぞれ開催し、総勢７２名の参加と
なりました。午前は職員指導のもと、いすに座り
ながら「簡単体操」として、自然な呼吸を心がけ、
伸ばす筋肉を意識して、無理せず気持良いと思う
程度に伸ばし、数をゆっくり数えながら行う事を
ポイントとして、ゆったりペースで皆さん、気楽
に体をほぐされていました。又自分の両手でじゃ
んけんする応用編の頭の体操もプラスし、楽しく
朗らかに取り組まれていました。
午後からのゲーム大会ではチームに分かれ、「連
想ゲーム」や「的当てゲーム」などで楽しく過ご
しました。体操や温泉、ゲームなどあっという間
に時間が過ぎ、あわただしくも楽しく充実した一
日になりました。 帰りのバスから見る紅葉は本当
に綺麗で、バスの中では普段より会話がはずんで
いました。
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冬がくると、除雪の心配が ･･･ と、どのご家庭でも町内会でも苦慮されているのが実情です。昨シーズン降雪は少な
くすみましたが、今シーズンは冬の始まりから記録的な、豪雪で驚き、苦慮と感じながら各々冬を乗り越えて、春を待
ち遠しく過ごされているのではないでしょうか ?
そんな中、除雪困難な近くに身内のいない高齢者宅の支援を、今シーズンも除雪機を借用した町内会で活用されてい
る様子をご紹介します。

中野町内会

大沼公園親和会

鳴川中央町内会

仲よし町内会

南藤城町内会

大沼第一町内会

川尻親交会

南本町町内会

本町下通り町内会

大沼親交会

※今シーズンは特に「機械を借りて助かってます。」と多く感想頂いてます。

体験講座
参加募集 !

ふれあい趣味のサロン情報

「ローラーピラティス」～体幹整え方法エクササイズ～

心身ともにリラックスしながら、無理なく、インナーマッ
スルを整え、意識しながら簡単な動きで体を整える方法
を体験してみませんか？
○開催日時 第１回目３月６日㈫・第２回目３月 19 日㈪
午後２時から午後３時半（予定）
○開催場所 大中山コモン 農事大会議室
○講
師 スポーツコンディショニングトレーナー
佐竹直子 氏
○参加対象 七飯町内在住の概ね 65 歳以上の男女の方

○定
員 20 名（各回）申込順
○申込方法 直接社協へ又は電話（６５－２０６７）にて
○申込締切 1 回目〆切３月２日㈮・2 回目〆切３月 14 日㈬
但し、定員になり次第締め切り
○参 加 費 無料
○持 ち 物 フェイスタオル（１枚）
○備
考 当日は、動きやすい服装で参加願います。
（靴下を脱いで行います。）

七飯町社会福祉協議会では、七飯町にお住まいの方で福祉機
器が必要な方、購入前に試してみたい方又は介護認定の申請中
で認定が決まるまでの間必要な方へ福祉機器の貸し出しを行っ
ています。
貸し出し期間は貸出日から３ヶ月となっています。
介護認定を受けていない方、もしくは介護認定を受けていても
要介護１までの方であれば貸し出しができます。要介護２以上
の方については、福祉用具レンタルの事業所をご利用できます
ので担当のケアマネージャーさんにお問い合わせをお願いしま
す。
貸し出し機器の一部は、皆様からいただいた会員会費で維持
管理しておりますので販売行為や企業の PR イベント等の利用
など、営利目的又はそれに準ずる利用は固くお断りします。

【貸し出し機器】
・車イス（自走式 or 介助式）
・電動ベッド（1 モーター or2 モーター）
・シルバーカー
・シャワーチェア（背もたれ有・無）
・浴槽台 ・点滴スタンド ・杖 ・歩行器
・バスボード ・バスグリップ 等
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日頃より社会福祉協議会会員会費にご理解・ご協力をいただきまして、誠にありがとうございます。
町内会様におかれましては、社協会員会費の集約にご尽力を賜わり、厚く御礼申し上げます。
各町内会様で納入いただきました会員会費は、皆様がこれからも安心して暮らせるように町内会の福祉活動へ４割の
補助をしております。
また、皆様に納入いただきました会員会費は、地域に住み続けている皆様の活動のために福祉機器・お楽しみ機器・
１０人乗りワゴン車などの様々な貸出機器の維持や管理などに使われております。
これからも、社協会員の皆様と地元企業・団体様のお力添えを賜わりながら、“住みよい街”を皆様と共に創り上げ
ていきたいと考えております。
そのためには、多くの皆様に会員になっていただき、地域福祉のためにお力をお借りしたいと願っております。
今後とも引き続き社協の活動にご理解をいただき、会員の新規入会・継続にご協力下さいますよう、何卒よろしくお
願いいたします。

皆様の会員会費はこのように使われております
◇
◇
◇
◇
◇
◇

種

町内会毎に納めていただいた会費の４割を助成
地域福祉推進会議へ補助（大中山・本町・大沼の３地区へ）
社協車輌なかよしの無料貸出（１０人乗り）
福祉機器の無料貸出（車椅子、電動ベッド等）
チャイルドシートの無料貸出
お楽しみ機器の無料貸出（かき氷機器、ポップコーン機器等）

別

金

額

種

◇
◇
◇
◇
◇

印刷機の無料貸出（用紙はご持参ください）
ふれあいベンチを町内に 39 カ所設置
緊急医療情報キット（命のバトン）の無料配布
緊急連絡カードの無料配布
ゴミステーション看板、回覧板台紙の無料配布

類

個人会員 一口 1,000 円 七飯町民
特別会員 一口 3,000 円 病院長
団体会員 一口 5,000 円

福祉施設・各種団体
各種法人・病院等

社協車輌なかよし

命のバトン

緊急連絡カード

ゴミステーション看板

平成３０年４月から始まる新事業では、高齢者の生活支援・介護予防の基盤整備を推進し、地域の高齢者ニーズと地域
資源の状況を把握した上で、地域における取組を総合的に支援します。

① 生活支援サポート事業

要支援認定を受けた高齢者が、住み慣れた自宅や地域で自立した生活を続けること
ができるよう、サポーターさんなど地域のみなさんから生活支援を受ける体制を作
る事業です。
支援を必要とする方やサポートする方は登録が必要となり、またサポーターになる
には、介護の有資格者、町や社協が実施する生活支援サポーター養成研修受講者と
なります。
サービス内容は３０分未満で終了する簡単な生活援助や買い物・通院の送迎・移動支援などです。

② 地域介護予防活動推進事業

住民のみなさんが、自分たちで介護予防活動をする場所を作り、そこで行われた活動の費用の一
部を補助する事業です。
１回あたり概ね５名以上の参加があり、そのうち６５歳以上の方が半数以上占めていることと、
月２回程度で１回あたり１時間以上の活動が条件となります。
お茶飲み会や体操、囲碁や将棋などの趣味活動、健康講座や料理教室と誰もが参加しやすい住民
主体の介護予防活動をはじめてみませんか？

社協ニュース
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七飯町ボランティアセンターでは、年３回ボランティアの資質向上と
交流を目的に研修会を開催しております。
今回は『防災』をテーマに、七飯町の防災体制や想定される災害につ
いて学び、体験実習として、災害時の非常食を作りました。
七飯町役場 総務財政課 熊谷 清勝氏を講師にお迎えし、町内の危
険区域や、そこで起こりうる災害を知り、さらに、避難所の確認や、
被害をできるだけ少なくする為の安全対策・備蓄品について講演い
ただきました。
後半の体験実習では、道南地区赤十字防災ボアンティアリーダー

ハザードマップを手に七飯町の防災に
ついて講演する防災士 熊谷清勝 氏

会会長の玉地国雄氏に『災害時の非常食と知っておきたい知識』を
テーマに、熱に強いポリプロピレン製の炊飯袋を使った調理法を教

災害時の非常食について語る赤十字防災
ボランティアリーダー会 会長 玉地国雄 氏

万が一の災害時に身を守るすべを
学ぶ参加者

えていただきました。
日頃から様々なかたちで地域に貢献しておられるボランティア実
践者といえども、いざという時は自身の身の安全を守ることが大切
と再認識し、いつ起こるかわからない災害に備え、日頃から一人一
人が防災に取り組む必要性を学んだ研修会となりました。

災害救護用の専用炊き出し袋を使い
非常食作りを体験する参加者

会場に展示された災害備蓄品
（協力）株式会社ムラカミ

♥登録は簡単です。ボランティア活動申請書に氏名・住所・電話番号等をご記入し、ご捺印いただくだけ !!
♥活動中の万が一の事故に備えボランティア保険に加入（保険料はセンターが負担します）
♥ボランティアポイント制度で活動によってポイントが貯まり、アップル商品券に交換できます。
♥活動は自分のペースで、出来る事だけでＯＫ！
♥各種研修会に参加でき、参加すればポイントがもらえます。
♥ボランティアの交流会等も実施しているので仲間づくりに
町内の高齢者福祉施設で…
・お話相手やお茶・食事の配膳等
・将棋や囲碁、オセロなどの相手
・習字や手芸・パソコン等の指導
・夏祭りや秋祭り、レクリエーションの手伝い
・施設の庭の草刈り等の整備作業

七飯町・または社会福祉協議会主催のイベントや行事で…
・清掃活動または送迎運転
・納涼祭やちびっこ雪まつりのお手伝い
・障がい者・障がい児の外出時の
移動支援や介助等

社協ニュース
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近年、北海道においても台風や大雪、地震等の自然災害が多発し甚大な被害が起こっています。特に平成２８年８月
３０日から３１日の台風１０号では、上川・十勝地方で記録的な大雨となり、河川の氾濫や土砂災害により家屋の全壊・
半壊さらには死亡者や行方不明者が出るなど、近年の気候変動により北海道でもこれまでにない災害が発生しています。
北海道社会福祉協議会では、このような被害にあった近郊市町村の援助だけではなく、全道一丸となった支援体制をめ
ざし、救助を目的とした支援協定締結を各市町村社協と進めており、当会としても昨年１０月１日に協定を締結いたし
ました。
駒ケ岳をかかえる当町として、この締結を機に職員を研修に出席させ、災害ＶＣの運営マニュアルの整備や備品等の
確認、さらにボランティアを対象とした「災害に関する研修会」を開催するなど、少しずつではありますが、社協とし
て災害に強い町づくりをめざし取り組んでいきます。

災害コーディネータ－養成研修

南富良野被災者支援報告会

南富良野報告会資料より

実際に非常食を作ってみました

第 13 回チャリティーカレンダー市が 1 月 7 日に三嶋神社境内にて、七飯町ロー
タリークラブ ( 工藤悟 会長 ) 主催で今年も行われました。
恒例となっている年初めの行事とあって、大勢の方が朝早くから待っていま
した。
カレンダーは、大判の日めくりや、かわいいペット、ディズニー、景勝地、スポー
ツ選手などに仕分けされており、皆さんお気に入りのカレンダーや手帳を選ん
でいました。すぐ隣ではどんど焼きを炊き上げており、しめ縄片手にカレンダー
を選んでいる方もおりました。毎年このカレンダー市での益金は七飯町社会福
祉協議会へ寄付していただいています。地域福祉のために大切に使わせていた
だききたいと思います。

皆様からの心の善意が昨年１０月３１日から
今年１月２５日まで総額２１５，０４０円となりました。
ご寄付いただいた皆様、本当にありがとうございました。
平成 29 年

10 月 31 日
10 月 31 日
11 月 6 日
11 月 15 日
11 月 16 日
11 月 22 日
12 月 15 日

七飯町津軽塗研究同好会 様
ちりめん細工 古布の会 様
匿 名 様
七飯町商工会 様
木彫 てんとう虫 様
七飯更生保護女性会 様
曹洞宗布教師会教区 青年会 様

平成 30 年

１月 10 日 匿 名 様
１月 25 日
七飯ロータリークラブ 様
七飯ロータリークラブ様

（敬称は省略させていただきます）

使用済み切手、使用済みテレホンカード、
リングプル、書き損じはがき、その他日用品など
有効に活用させていただきます。
明和会・斉藤洋子・JA 新函館農業協同組合 七飯支店・正覚寺通り町内会・
手話サークルふきのとう・越谷文月・はっぴー共生型・アクアサービス作業
員一同・長山 顕・しおん会・濱田順子・藤城保育園・大中山コモン・七飯更
生保護女性会・鳴川長寿会・小林日登二・今昔娘さんと今昔兄さんの会・グルー
プホームあずましの里ななえ・久保田環境サービス㈱大沼事業所・渡部勝夫・
中矢幹夫・髙橋瑞貴・㈱ジェイデバイス・みどり保育園・金曜会・あかまつ
の里ゴールドボランティア倶楽部・白石大侑・沖本美知子・坂本玲子・介護
者と共に歩む会・ゆうりん・桜井くみ・小林夕美子・青葉台町内会・大中山ディ
スコ愛好会 渡辺雅煕・あかまつ調剤薬局・安彦つる・田村敏郎・福田巌・大
久保スミ子・あゆみの会・板谷順治・成田おでん・ふくしまゆづき・緑町簡
易郵便局・臼尻中学校・フェニックスコート・松井志津子・㈱久慈製作所・ロッ
ソピーノ臼渕博文・スポーツセンター・パソコンサークル・大沼小学校・斉
藤・大沼保育園・大沼中学校・ケアハウス豊寿 ・奥田清美・七飯中学校生徒会・
柿崎美工研・井上悦子・奥村憲一・サクランボ・佐藤信幸・本町西部町内会・
ひふみ食堂・安藤 廣・モトーレン函館・函館トヨタ自動車株式会社・安田恭
子・半谷公子・佐藤則子・日景茂・森田博光 平成 29 年 9 月 13 日から平成 30 年 2 月 19 日現在
この社協ニュースは赤い羽根共同募金の助成で印刷されています。

