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社協ニュース

伊 藤 千惠子

七飯町共同募金委員会

会長

町民の皆様におかれましては、健やかに
令和３年の新春をお迎えのこととお喜び申
し上げます。皆様には、常日頃より地域福
祉 に 対 し 深 い 関 心 と ご 理 解 を 賜 り、 ま た、
ご協力を頂き心より感謝申し上げます。
さて、昨年は新型コロナウィルス感染症
により私たちの暮らしは一変し、社会は大
きく変化するなどその甚大な影響は現在も
続いております。当会といたしましても町
民 の 暮 ら し を 支 え る た め、 地 域 社 会 や 家
族の変化の中、生活支援ニーズや社会的孤
立、貧困を背景とする深刻な生活課題に対
して、公的サービス・支援だけではなく「人
と人とのつながりや支え合い」を住民の活
動を通して社会関係を改めて考えなければ
なりません。そこで、社協は住民とともに
進めてきた小地域福祉活動や住民参加型在
宅福祉サービスを実践しながら、目指すべ
き住民主体の地域包括システムを推進して
いき「町民がいくつになっても安心して暮
らせる街」をめざして、行政・町内会・民
生委員や福祉団体等と連携を図り、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、皆様のご
協力のおかげをもちまして、この様な状況
下において目標額に近い募金を協力いただ
き心より厚くお礼申し上げます。
これもひとえに、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共に町内の地域福祉
活動推進の財源として活用させて頂いてお
ります。これからも、社協会員会費及び赤
い羽根共同募金等への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いただき、誠にあり
がとうございました。
今年度は目標額の３，７００，０００円に対し実績額は
３，
４８０，
４５４円となりました。皆様の善意を北海道内や七
飯町内の福祉活動・全国の災害ボランティアセンターの設置運
営等（災害等準備金）に活用させていただきます。

アーク大隅㈱
㈲あうん堂
あかまつ調剤薬局
㈲秋田建築板金
㈲秋田工務店
㈲浅利自動車工業
野畔の花
㈱アプレ
アルゴどうぶつ病院
イクサンダー大沼カヌーハウス
㈱石岡工業
㈲石田時計店
㈱伊藤組
岩井電気工業㈱
㈲岩館自動車商会
いわもと動物病院
㈱ SE バイパス
（セブンイレブン七飯バイパス店 )
オーシャンコーヒー㈱
大竹運送㈱
㈱大塚自工
㈲大沼交通
大沼合同遊船㈱
大沼歯科クリニック
㈲大沼肉牛ファーム
㈲大沼花園
おおぬまベーカリー poco
㈲かけがわ不動産
㈲金見電器
㈲金子建設
㈲金子電気
㈲からまつハイヤー
㈲かわじり生花店
カワマタビルド㈱
菊池食品工業㈱函館工場
㈱久慈製作所
九島動物病院
医療法人社団
くどう眼科クリニック
工藤工務店
久保田牧場
㈱グリーンオオモリ
㈱蓮匠会 グループホーム匠和
㈲グループホーム和
有料老人ホームおおかわ
景雲寺
㈲ケイエムティ・コマツ
ケーアイシー㈱

㈲源五郎
㈲小泉組
合同会社だんだん
訪問介護ステーション
㈱工房 蕎麦小屋
こなひき小屋
㈱小林左官工業
㈱小松工業
㈱財津自工
㈲佐藤運輸
佐藤歯科クリニック
㈱沢忠毛皮店
㈱三栄冷暖工業
㈱ JP ハイテック函館事業所
㈲篠田商会
㈱順工務店
松栄建設㈱
宗教法人 正覚寺
曹洞宗 昭和寺
新函館農業協同組合七飯支店
すき焼 かみむら
杉山農場
すこやか調剤薬局
㈱鈴木事業所
ステーションホテル旭屋
㈱スローライフ
㈱青函設備工業大沼支店
世紀東急工業㈱渡島営業所
社会福祉法人 聖樹の杜
セブンイレブン渡島七飯店
セブンイレブン七飯大沼店
㈱ ZERO コーポレーション
創価学会
㈱相互建設
大信寺
㈲たかせ
医療法人社団
たかはし皮膚科クリニック
ただ調剤薬局
㈲田中清掃
中水食品工業㈱
つぼ八ななえ店
鶴雅観光開発株式会社大沼支店
㈲ティー・エス デイホームももか
㈱天狗堂宝船
電源開発送変電ネットワーク㈱
東栄興業㈱
道南うみ街信用金庫七飯支店

令和 2 年度

戸別募金
街頭募金
法人募金
学校募金

赤い羽根共同募金実績額

1,993,695 円 職域募金
25,582 円 興行募金
912,360 円 募 金 箱
45,916 円 そ の 他
合 計 3,480,454 円

㈲道南特殊衣料
社会福祉法人 道南福祉ねっと
㈱中川石油
㈱中電設工事
なかの歯科クリニック
七飯アサノ生コンクリート㈱
㈲ななえ印刷
㈲七飯ガスナカガワ
㈱ななえ葬祭
七飯町商工会
㈲七飯花自動車商会
学校法人 中村学園 七飯南幼稚園
ななえ山本歯科
鍋谷歯科医院
鳴川運送㈱
医療法人立青会 なるかわ病院
にしや整形外科クリニック
㈱日本一金物 七飯店
㈲庭田工業
㈱沼の家
医療法人社団 慈友会 望ヶ丘医院
㈲野村鉄工所
㈱テクノスコーワハーモニーハイツ ななえ
医療法人社団
函館脳神経外科七飯クリニック
㈱はこだてわいん
㈱羽衣運輸
㈱八晃建設
㈱林商店
はるこどもクリニック
日乃出食品㈱
福島神経クリニック
藤建設工業㈱
ふじた商店
㈱藤田板金工業
㈲古館自動車サービスセンター
㈱フレンドリーベア
㈱ブロイハウス大沼
法雲寺
宝琳寺
㈱ほくとハイヤー
北海道寿観光開発㈱
㈲北海道新聞原子販売所
松江エンジニアリング㈱
医療法人社団 松倉整形外科クリニック
㈲松田砕石
㈲松田電設
㈱松本組七飯支店（㈱シンオシマ）

42,055 円
0円
188,427 円
272,419 円

㈱マルエイ柴田土建
㈲マルタツ庭食品
㈱丸豆岡田製麺
医療法人社団 丸山内科医院
㈲三木電気
医療法人社団
三木内科泌尿器科クリニック
三嶋神社
水島道路㈱
㈲みどり興産
湊商事㈱七飯給油所
見晴公園歯科矯正歯科クリニック
医療法人社団 宮村内科医院
みよしデンタルクリニック
医療法人社団 向井クリニック
明林寺
奴寿司
㈲山川牧場自然牛乳
レストラン Ｐｉｎｏ
医療法人社団 健和会 老人保健施設
あかまつの里ななえ
ローソン七飯町大川店
㈲ワールド薬局
㈲若松毛皮
㈱ワタナベ電器
㈱ワッズ

峠下小学校児童会
大沼岳陽学校
七飯中学校生徒会
大中山中学校生徒会

奥寺
洋
対馬 道則
寺沢 久光
藪下 義晴

朗読ボランティアあゆみの会
道南リング
羽衣会
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募金箱設置協力企業・団体（敬称略）

街頭募金活動
月日
8月6日
10月1日

行 事 名
ボランティア研修会会場
役場前

寄付額
300 円
6,628 円

10月1日

道南うみ街信用金庫七飯支店前

4,530 円

10月1日

大沼出張所前

4,074 円

10月1日

大中山出張所前

2,400 円

10月3日

道の駅 なないろ・ななえ前

1,200 円

10月10日

道の駅 なないろ・ななえ前

1,455 円

10月17日

道の駅 なないろ・ななえ前

2,280 円

10月24日
10月31日

道の駅 なないろ・ななえ前
道の駅 なないろ・ななえ前

1,300 円
1,415 円

あかまつ調剤薬局
老健施設あかまつの里ななえ
アップル温泉
大中山コモン
大中山出張所
大沼国際交流プラザ
大沼出張所
大沼婦人会館
好日園
こなひき小屋
㈱財津自工
JA 新はこだて大中山支店
JA 新はこだて大沼支店
JA 新はこだて七飯支店
セブンイレブン七飯大沼店
セブンイレブン渡島七飯店

そば処 ふでむら大中山店
2020.6 函館市へ移転
つぼ八ななえ店
㈱ツルハドラッグ 七飯大川店
㈱ツルハドラッグ 七飯店
㈱ツルハドラッグ 七飯鳴川店
道南うみ街信用金庫七飯支店
道南福祉福祉ねっと ALL ハウス
道南福祉福祉ねっと TOMO ハウス
道南福祉福祉ねっと NEW ハウス
道南福祉福祉ねっと PORT ハウス
道南福祉福祉ねっと又蔵さんち
冨原商店
㈱中川石油
ななえあーす
ななえ新病院

七飯町役場
七飯郵便局
望ヶ丘医院
ハセガワストア藤城店
フェニックスコート
ベイカーズベーカリー
保健センター
道の駅 なないろ・ななえ
ゆうひの館
ローソン七飯町西大沼店
本町地域センター（社協）

赤い羽根自動販売機での募金活動
～飲料の購入が赤い羽根共同募金として寄付されるしくみです～
七飯町内には、赤い羽根自動販売機が２箇所に設置されています。
設 置 場 所 いちご農園 （上藤城 3-69）、 大中山コモン（大中山 3-275-2）
令和２年度 赤い羽根自動販売機寄付金額 １２，５２７円

ガチャガチャマシーンでの募金活動
～ガチャガチャマシーンの中には、ご当地ピンバッジと缶バッジ（日本ハムファイターズ・コンサドーレ
札幌等）が入っており、製作費を除いた額が赤い羽根共同募金として寄付されるしくみです～
七飯町内には、赤い羽根ガチャガチャマシーンが２箇所に設置されています。
設 置 場 所 道の駅なないろ・ななえ（峠下 380-2）、THE DANSHAKU lounge（峠下 379-3）
令和 2 年度 ガチャガチャマシーンでの寄付個数 ピンバッジ 84 個、缶バッジ 102 個

興行（イベント）募金活動【中止】
11 月に 3 地区（大沼地区、本町地区、大中山地区）でニュースポーツ大会を開催する予定でおりましたが、大会前
日の 11 月 5 日 北海道警戒レベルが「3」になる見通しや、集中対策期間になること等を踏まえ、参加者皆様の健康
と安全を第一に考えた結果、急遽中止いたしました。お申込みをいただいておりました皆様には、ご迷惑をお掛けし大
変申し訳ございません。次年度以降、再度企画をいたしますので、今度ともよろしくお願いいたします。
また、イベントの参加費については返金対応とさせて頂きましたが、共同募金チャリティーの趣旨にご賛同いただき、
多くの参加申込の皆様より共同募金へご寄付を頂きましたこともご報告いたします。誠にありがとうございました。

令和２年 7 月豪雨災害義援金について
令和２年７月の大雨災害により、各地で人的被害をはじめ、堤防の決壊による住宅への浸水被害、土砂崩れによる家
屋の倒壊等の甚大な被害が発生し、複数県の市町村に災害救助法が発令されました。
この災害発生に伴い、七飯町共同募金委員会では３２，２７５円が集められ、北海道共同募金会を通じて中央共同募
金会へ送金いたしました。中央共同募金会でお預かりした義援金は、全額被災県に設置される義援金配分委員会におい
て取りまとめを行い、配分基準に基づき市町村を通じて被災者へ配分されます。

令和２年度
令和 2 年 12 月 9 日

渡島地方共同募金委員会長表彰

七飯町社会福祉協議会において、令和 2 年 4 月 1 日

現在で 5 年以上の奉仕歴のある団体で、共同募金運動を理解し常に協力をさ
れている功績により、令和 2 年度
れました。

渡島地方共同募金委員会長表彰を受賞さ

精神障害者回復者クラブ「和の会」

皆様からの心温まるご支援、誠にありがとうございました
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今回は函館山へ！

七飯町ボランティアセンターでは、近隣の市町村で活動しているボランティア実践者の活動の様子を拝見し、交流と
情報交換を目的とした視察研修『ボランティアガイド』を開催しております。
今回は、コロナ禍により活動を自粛・制限されているボランティアさんの体力と精神の健康の維持を兼ねて、函館山
ふれあいセンターの観光案内ボランティアさんたちとの交流と同時に、登山を通じての運動・雄大な景色でリフレッシュ
していただくために七飯町のボランティアさん３０名と函館山へ足をのばしました。
当日は天候にも恵まれ、青空の下で旧登山道コースの自然と歴史を詳しく楽しく観光してもらいながら山頂まで登り
ました。ボランティアさんから大変ご好評いただいた企画でしたが、感染症予防対策の影響で定員を少なく設定したこ
とで、参加できなかった方々が居たのが心残りです。情勢が落ち着いたら、また皆さんと一緒に感染症予防対策など気
にすることなく、楽しい企画を行いたいです！

平成元年度から行われているプルタブ回収活動は、現在は生徒会を中心
に生徒が各家庭を一件ずつ回って集めるもので、今回は１２２５㎏もの量
が集まって、２台の車いすと交換することができました。
今回は、サービス付き高齢者向け住宅「小華苑」と、三木内科泌尿器科
クリニックに各１台ずつ寄贈されることが決まり、行われた寄贈式では各
施設担当者から、この活動に対しての讃辞と謝意が述べられました。大中
山中学校の生徒たちも、寄贈した車いすで笑顔が増えることを願われてい
ました。
プルタブ回収活動は大中山中学校と地域をつなぐ大切な運動の一つ。町
民の皆さまのご協力に感謝し、来年もこの活動を継承し続けていきたいと
意気込んでいました。

ボランティアセンターには現在、個人ボランティア７３名と団体ボランティア４２団体にご登録いただいております。
みなさんいきいきしてお元気で、団体・個人のスキルアップのための学習定例会の開催や、町の活性
化のために地域や施設などでボランティア活動を行いご活躍されています。
令和２年からは新型コロナウイルスの影響により、どの施設でもボランティアさんの受入れができ
ず、お互いに歯がゆい思いをしております。流行が始まってから早１年が経ちますが未だ終息の気配
はなく、当面は皆さんにボランティア依頼などの面でご不便をおかけいたしますが、今後ともご理解
とご協力のほどよろしくお願いいたします。
早く今まで通りの活動を再開できる日が来るようお祈りしています。

社協ニュース
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新型コロナウイルス感染症の蔓延により、様々なイベントや活動が中止となりました。町内会活動もその例外では
ありませんでした。
そんな中でも、困っている方々が孤立しないように距離をとって感染対策をし、できることから少しずつ活動をし
ている町内会をご紹介します。
✿✿✿

安心を届けての見守り活動

～本町和町内会～

今年度、町内会の各家庭にマスクを配布する活動
を行いました。当初の外出支援の予定を変更し、役
員の方々で相談し合って、マスク不足の時期でもあ
り、なかなか買い物に行けない要援護者の方々にも
感染予防対策に役立ててほしいと、昨年夏から準備
をはじめ、見守り活動の際に実施しました。
また、会員の方に呼びかけて子供用マスクを作成
し、希望者へ配布する活動も行いました。

♨ 癒し温もりの入浴・外出支援活動 ♨
～松の木町内会～
長年続いていたこの活動も昨年は新型コロナウイル
ス感染症の影響により初の中止となってしまいまし
た。再開してからはマスクの着用、車内換気などしっ
かりとした感染対策をとって活動をしております。温
泉での温もりと安らぎの時間で少しでも気分転換に
なって欲しいとのこと
で、参加している方はマ
スク越しでも笑顔である
ことがわかり、毎回楽し
みにしているということ
でした。

✿✿✿

～上湯出川町内会～

福祉部役員が定期的に高齢者宅を訪れ、日常の様子を
確認しています。
今年に入ってからは希望者に緊急連絡カードと命のバ
トンを配布し、もしもの時に備えてほしいとの事でした。
高齢者の中には不安や困りごともたくさんあると思いま
すが、少しでも安心してもらえるような活動をしていき
たいとのことでした。

呼吸整えゆったり体をほぐし健康づくり活動！
～本町上台団地町内会～

コロナ禍により昨年春から休んでいた「太極拳」も今
年に入ってから運動不足の解消や健康増進のために再始
動することになりました。
参加者はマスクをして十分な距離をとるなどといった
感染対策をし、町内会長であり太極拳歴十数年の東山義
子会長の指導のもと、健康増進に勤しんでいました。

・・・除雪機を利用しての除雪支援活動・・・
今シーズンは昨シーズンとはうってかわって雪が多く、煩わしい日々が続いておりますね。社会福祉協議会では
各町内会に対し１５台の小型除雪機を貸し
～大沼第一町内会～
～南本町町内会～
出し、それぞれの町内会から重宝されてお
ります。
近くに身内がいない除雪のできない方へ
支援するために手作業と併用して利用され
ており、身体への負担が少なくて助かって
いるということでした。
今回申し込みに間に合わなかった町内会
も次年度はぜひご検討してみてはいかがで
しょうか。
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活動を終えて、おふたりにインタビュー
通院をボランティアさんに助け
てもらってます。
とってもありがたいです。

診療を終えて

自宅に到着

ボランティア活動をすることで、生活に
メリハリができました。それに、夫婦で
それぞれの時間を持つことは夫婦円満に
つながります

・外出支援
病院・買物などに連れていきます
・生活支援
１回 30 分程度で終わる簡易な
お掃除やごみ出し
・ボランティアに謝礼として 15 分あたり
170 円の謝礼金をお支払いします。

～ボランティアになれる方～

◆七飯町が実施する「生活支援サポーター養成研修」を修了された方
◆介護福祉士等の介護資格をお持ちの方

１５年以上にわたり地域福祉の増
進に寄与した功績により、４名の方
に北海道社会福祉協議会会長表彰が
贈られました。
本来であれば８月２５日開催予定
の北海道福祉大会の式典で表彰され
るところでしたが、新型コロナウイ
ルス感染症の感染防止の観点から中
止になってしまい、後日事務局長が
自宅へお届けしました。
長年にわたりご尽力いただきまし
たことに感謝申し上げます。

社会福祉協議会役員功労者表彰

評議員 京谷時子氏

評議員 村岡朗子氏

民生委員・児童委員功労者表彰

民生委員 工藤久恵氏

民生委員 前田俊悦氏

成年後見制度とは、認知症・知的障がい・精神障がいなどによって判断能力が十分ではない方について、家庭裁判所
に申し立てを行い、本人を援助する者（成年後見人等）を選任して法的な権限を与え、本人の代わりに法律行為を行う
ことができるようにする制度です。
成年後見人等は家族や専門職など個人で受任するケースが多いですが、法人単位でも受任す
ることができ、七飯町社会福祉協議会では、昨年１１月より事業開始の体制が整いました。対
象は、七飯町が家庭裁判所に申し立てをおこなったケースに限ります。
地域住民や医療・福祉機関などと培ったネットワークを活かし、地域福祉推進の一翼を担う
ことができるよう努めて参ります。

皆様からの心の善意が届きました。
ご寄付いただいた皆様、本当にありが
とうございました。
令和 2 年

１１月１３日
１２月 ４日

匿名 様
ディスコダンス
サルビア 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。
小川裕子・やまぐちだいすけ・岩本美智子・佐々木悦子・横山久子・新谷冨美子・中矢幹夫・
髙橋遥奈・上田光雄・奥田清美・奥村憲一・安彦ツル・松井シズ子・宮澤和宏・工藤久恵・田
畑明弘・小田島友勝・加藤孝治・株式会社 かんぽ生命保険 函館支店・七飯消防署・なるか
わ病院・しおん会・グループホームあずましの里ななえ・有料老人ホームおおかわ・㈱アムコー・
テクノロジー・ジャパン・明和会・新日本婦人の会 七飯支部・PC OB 会・緑町簡易郵便局・
あゆみの会
（令和 2 年９月 12 日から令和 3 年２月 12 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。

