
＊この広報誌は皆さんの会費と共同募金配分金で作られています。

七宗町社会福祉協議会だより

No.156
2022 8.20

サンホーム七宗デイサービスセンターの利用者様の
夏の作品（ひまわり、花火）です。
全国的にコロナが大流行して、なかなか出かけるこ
とも難しいため、作品の中だけでもお出かけ気分を味
わえればと製作しました。
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令和3年度  社会福祉法人 七宗町社会福祉協議会 社会福祉法人 七宗町社会福祉協議会　　
事 業 報 告（主なもの）事 業 報 告（主なもの）

社協体制づくり
◦理事会（4回開催　内2回は書面決議）
◦評議員会（3回開催　内2回は書面決議）
◦運営基金の構築（総計98,274,609円）
◦社協会費収入
　（一般・特別・特別賛助総計1,778,000円）
◦赤い羽根・歳末たすけあい募金の推進
　（総額1,351,301円）

障がい者福祉
◦身体障害者福祉協会活動支援
　（総会書面決議にて開催）
◦障がい児者親の会への活動支援
◦ふれあい事業（中止）
◦日中一時支援事業（2名利用・延べ249回）

児童福祉
◦七宗町親子教室事業（利用者数20名）

相談・貸付事業・日常生活自立支援事業
◦相談事業（心配ごと相談5回、法律相談6回）
◦日常生活自立支援事業の実施（利用者4名）
◦生活困窮者自立支援事業の啓発

在宅福祉サービスの充実
◦ふれあい型給食サービス
　（毎月2回・延べ1,976食を配布）
◦福祉機器の貸出
　（車いす12台、ベッド2台、スロープ2台、押し車1台）
◦移送サービス事業
　（高齢者、障がい者等対象・延べ515件）

介護保険事業の実施
◦居宅介護支援（ケアプラン作成・延べ1,197件）
◦通所介護（延べ7,537件）
◦ホームヘルプ事業（延べ3,319件）

保健、医療、福祉の連携
◦民生委員児童委員協議会（職員出席）
◦緊急情報医療キットの配布（延べ61世帯）
◦福祉ニーズ把握活動
　（安否確認ノートの提出、ふれあい訪問活動84件）

高齢者の健康と生きがいづくり
◦さんさんサロン（中止）
◦ふれあいいきいきサロン（11地区で開催）
◦敬老会
　式典・懇親会は中止、記念品・冊子を配布する

福祉教育、ボランティア活動、地域組織活動の推進
◦福祉協力校の指定（町内全小中学校に助成）
◦広報誌の発行（年6回）
◦生活支援サポーター（ちょこっとサポーター）
　（活動回数18回）
◦一日ボランティア体験（中止）
◦ボランティア保険紹介・加入助成
　（助成数360名）
◦ボランティア団体助成金の交付　（4団体）
◦福祉委員の配置（47名委嘱）
◦福祉委員民生委員児童委員
　情報交換会連絡会議の開催
　4月24日
　福祉委員32名　民生委員児童委員16名　参加
◦地域福祉講演会の開催
◦出張福祉ボランティア体験教室
　（車イス、高齢者体験教室　2回）
◦災害ボランティアセンター立ち上げ訓練

共同募金・歳末たすけあい援護事業の推進
共同募金配分事業
◦独居・高齢者世帯見守り事業
　（福祉委員47名を委嘱）
◦安心・安全なまちづくり支援事業
　LEDバルーンライト・シャインポール購入
　LEDフォールディングライト（三脚セット）購入
◦ふれあいいきいきサロン普及事業
　コミュニケーション麻雀１セット購入
◦災害ボランティア支援事業
　災害ボランティアセンター立ち上げ訓練

歳末たすけあい援護事業
◦独居高齢者宅へおせち料理配布事業　93食配布
◦要介護者への介護用品配布事業　5名配布
◦クリスマス会事業（中止）

日本赤十字社活動
◦社資の募集（総額605,500円）

その他の援護事業の推進 
◦戦没者追悼式  台風のため中止
◦買い物支援利用促進事業　　4件

地域福祉センターの運営
◦福祉バスの運行（利用者数　年間延べ608名）
◦買い物支援事業（利用者数　657名）
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会費収入
1,778,000円
寄附金収入
4,984,515円

補助金収入
17,850,461円

共同募金
配分金収入
1,368,776円

受託金収入
26,216,770円

事業収入
114,290円

介護保険事業収入
94,498,836円

障がい福祉
サービス等
事業収入
2,169,761円

受取利息
配当金収入
13,316円

その他の収入
18,510円

積立資産取崩収入
13,630,630円

収入合計
162,643,865円

事業費支出
30,661,288円

積立資産支出
18,498,285円

人件費
104,952,860円

事務費支出
4,802,058円

共同募金
配分金事業費
1,386,043円

その他の活動による支出
4,066,560円固定資産取得支出

1,322,500円

助成金支出
802,500円

支出合計
166,492,094円

令和3年度  収支決算報告

運営資金積立預金	 98,274,609円
人件費積立預金	 34,424,000円
車両購入積立預金	 5,872,742円
備品購入積立預金	 170,000円

法人全体

収入合計
162,643,865円

支出合計
166,492,094円

当期資金収支差額
-3,848,229円

前期（R2）末支払資金残高
27,499,405円

当期（R3）資金収支差額
-3,848,229円

当期（R3）末支払資金残高
23,651,176円

令和3年度末	積立預金額
138,741,351円

令和4年度 敬老会の中止について令和4年度 敬老会の中止について
　七宗町社会福祉協議会では例年9月に「敬老会」を開催してまいりましたが、今年度も新型コロナウイルスの
感染予防の観点から、誠に残念ではありますが中止することにいたしました。ワクチン接種が進んでいる状況
ではございますが、移動や会場内が密になる可能性、宴会での飲食やアトラクションなど感染のリスクを鑑み
た苦渋の決断でございます。
　開催を心待ちにされていた皆様には大変申し訳ございませんが、ご理解いただきますようお願い申し上げます。
　敬老会については中止となりますが、敬老会対象者には地域の福祉委員さんにご協力いただき記念品を配布
いたします。また、米寿の祝い品につきましても民生委員さんを通じてお贈りします。

■ 令和4年度 ■
　敬老会対象者  ………… 昭和21年4月1日以前に生まれた方(令和4年度中に77歳以上の方)
　米寿の記念品贈呈者  … 昭和9年4月1日～昭和10年3月31日に生まれた方

お問合せ　七宗町社会福祉協議会　℡46-1294　担当：中島祥文
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七宗町赤十字奉仕団七宗町赤十字奉仕団

一人暮らしの方はげまし運動一人暮らしの方はげまし運動
七宗町赤十字奉仕団（委員長後藤富美子、団員69名）では、

7月22日、日頃の労をねぎらうための一人暮らしの方はげまし
運動として、団員36名が町内126名の個人宅を訪問しました。
当日は、サンホーム七宗と本郷コミュニティセンターふれあい
の館でBOXティッシュペーパー配布準備と出発式をし、その後、
交通安全を呼びかける交通安全協会七宗支部の方とともに町内
に出かけ、はげましの言葉をかけて回りました。

受け取られた方は、「いつもお世話になります。今後ともよろ
しくね。」と話されました。

6月に実施した地域を掲載させていただきます。
この茶話会は健康づくりや地域の皆様の交流の場となることを目的に実施してお

り、今年度は万華鏡を製作します。簡単な作業になりますのでどなたでも気軽にご
参加いただけます。

また残りの地区を10月から実施したいと思いますので、皆様の参加をお待ちして
おります。

その他ご不明な点がございましたらお気軽にお問い合わせください。
七宗町社会福祉協議会　担当  渡辺政秀　　℡46-1294

ふれあいサロン地域茶話会開催しましたふれあいサロン地域茶話会開催しました

6月8日芝地区 6月10日勝地区 6月13日大柿地区

6月15日下中切地区 6月17日奥田地区 6月20日中麻生地区

6月1日飯高地区 6月3日寺洞地区 6月6日葛屋地区
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あなたの募金
は、あなたの町へ

共同募金運動にご協力をお願いします共同募金運動にご協力をお願いします
（赤い羽根募金・歳末たすけあい募金）（赤い羽根募金・歳末たすけあい募金）

　共同募金運動に対する、皆様の温かいご支援とご協力ありがとうございます。
　今年度も『じぶんの町をよくするしくみ』をスローガンに10月1日から12月31日の期間
で、赤い羽根共同募金運動が全国一斉に展開されます。
　共同募金会七宗町分会では、今年も10月1日より赤い羽根募金・歳末たすけあい募金運
動を展開していきます。(個別募金・街頭募金・募金箱設置等)共同募金運動は、社会福祉
事業のためだけではなく、地域の人々がともに生きていこうとする「たすけあいの心」を育
む運動として取り組まれております。昨年度も皆様の温かい善意の気持ちを使って様々な
活動を展開させていただきました。
　「あなたの募金は、あなたの町へ」。皆様の温かい真心をお寄せいただきますよう、ご協
力よろしくお願いいたします。

令和4年度共同募金配分事業計画
共同募金配分事業
◦独居・高齢者世帯見守り事業
（福祉委員47名を委嘱）
◦ふれあい訪問事業
◦おうちでクッキング子育て支援事業
◦母子父子家庭ふれあい映画事業
◦七宗町高齢者介護予防拠点整備事業
◦「みんなのふくし」発行の一部

◦共同募金メニュー事業
安心安全なまちづくり支援事業
ボランティア活動推進事業

歳末たすけあい援護事業
◦独居高齢者宅へおせち料理配布事業
◦要介護者への介護用品配布事業

生活困窮者緊急食料支援事業
　生活資金に困窮し、今日明日の「食」にお困りの方に対し、緊急的な食料支援を行う事を
目的として食料品の寄付をお願いします。

　受付場所 地域福祉センター　サンホーム七宗
　受付時間 月曜日～金曜日：８時30分～17時30分

寄付いただきたい食料品
▪常温で保存が可能なもの ▪賞味・消費期限が概ね3カ月以上あるもの ▪未開封のもの

（例）お米、麺類、缶詰、インスタント食品、フリーズドライ食品、乾物、調味料、飲料品
※保管の関係上、お受け取りできない場合がございます。ご了承ください。
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　その他にもサンホーム七宗で使用する洗濯洗剤のご寄付をいただきました。
　皆様からの善意は、地域福祉推進のために有効に活用させていただきます。心よりお礼
申し上げます。

令和4年6月1日から令和4年7月31日までに次の方からご寄付をいただきました。(受付順)

温かい真心をありがとうございます温かい真心をありがとうございます

住　所 氏　名 金　額 住　所 氏　名 金　額
勝 古田　 靖博 様 100,000円 万　場 加藤　 　貢 様 100,000円

葉　津 塚本 虎之助 様 お茶の葉5㎏ 下中切 福井　 　浩 様 100,000円

万　場 里山緑会 代表
戸谷　 常夫 様 お茶の葉5㎏

間　見 長尾　 英司 様 100,000円

葛　屋 大矢　　 實 様 100,000円

寺　洞 可児　 勝廣 様 100,000円

　里山緑会様をはじめ、複数の方に茶葉の寄付をいただきました。
　今回いただいた茶葉は、デイサービス利用者様や来館者様に
提供させていただきます。
　ありがとうございました。

お茶の寄付をいただきました

神渕中学校生徒の皆さんが育てたメランポジウムとサルビア
の2種類のお花を届けてくださいました。
「校内ボランティア　フラワーハッピープロジェクト」という

名称で毎年行われている活動で、今年も地域の各地に配布し交
流を行っています。いただいた花はデイサービスセンター玄関
前に設置し、デイサービスセンター利用者を出迎えています。

校内ボランティア フラワーハッピープロジェクト校内ボランティア フラワーハッピープロジェクト神渕中学校

ま ー く ん 体 操

七宗町社会福祉協議会ホームページ

今回は指を使った脳トレ運動です。

❶左手の親指と小指、右手
の親指と人差し指をくっ
つける。

❷左手の親指と人差し指、
右手の親指と中指をくっ
つける。

❸左手の親指と中指、右
手の親指と薬指をくっ
つける。

❶、❷、❸、❹とも、左手と右手を同時に行います。
最初に戻って、❶→❷→❸→❹を繰り返す。
ことばに出してやると良いでしょう。

❹左手の親指と薬指、右
手の親指と小指をくっ
つける。

　介護予防につながる“まーくん体操”のコーナーです。おうちでできる簡単な運動を紹介します。
また、七宗町社会福祉協議会のホームページでは“まーくん体操”の動画バージョンも公開してい
ます。一度チャレンジしてみてください。
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さくらハウスさくらハウス通信通信

 

　今年も親子教室の夏まつりは、中止となりましたが、
指導の中で夏まつりごっこを楽しみました。ボウリン
グや魚釣り、お菓子屋さんなどささやかですが、いつ
もとは違う遊びを楽しめるように工夫しました。ボウ
リングは、ペットボトルに少し水を入れそれぞれが描
いた絵を貼り、ピンにしました。ボールはドッジボー
ルの大中小を自分で選び、ピンも自分で立てゲームを
楽しみました。親御さんも参加され、「面白いから家でもやろう」と言ってくださる方もありました。
　今年も流しそうめんが、できませんでした。今のうちに、箸の使い方の練習をして、次回の流しそう
めんでは、沢山食べられるといいですね。コロナ収束に期待しましょう。

＊相談してください
　七宗町親子教室では、七宗町に在住する幼児・児童でことばや発達に心配のある場合、その子やご家
族にたいして、必要な相談や支援を行っています。
　正しく発音できない、言葉がなかなか出てこない、落ち着きがない、集中がなかなか続かないなど、
お子さん一人ひとり相談内容は違います。ご家庭で困っていること、または、保育園などの集団生活の
中で困っていること、気になること、心配に思われることなどがありましたら、ご連絡ください。
　ご家庭の様子など、保護者の方のお話を聞き、お子さんと遊びながら様子を見させていただきます。
　“今後”を一緒に考えていきましょう。

◦月に2～4回（1週間に1回）、1回1時間程度で、お子さんに合わせたねらいをたて、玩具や遊具を利用
した遊び・活動を行っています。

　相談をご希望の方は、TEL：0574-48-1881（祝日を除く）
　月～金曜日午後5時までに、電話でご予約ください。
　指導中は、電話に出られないことがあります。留守番電話の対応となることがあります。

七七宗宗町町親親 子子教教 室室

　日頃は、『七宗町障がい児者親の会』の活動にご理解と
ご協力をいただき、ありがとうございます。
　5月に苗差しをしたサツマイモは、夏の暑さに耐えな
がら頑張って成長しています。昨年は不作だったので、
今年こそ豊作になるようにと畑の手入れを頑張っていま
す。フリーマーケットや焼き芋を販売する町のイベント
が復活し、皆さんと交流できることを祈るばかりです。
　冬場からコツコツ製作したお盆の松明を今年も販売し
ました。サラダ館様・マルアサ様・龍門寺様にご協力い
ただきました。7月のお盆の分は完売し、皆様のご協力
に感謝いたします。

　さくらハウスの発足時の様子を前号までにお伝えしま
した。さくらハウスが拠点となり、町の行事でのフリー
マーケットや焼き芋・パンの販売、松明の販売、アルミ
缶の回収など、子ども達が活動できる場所づくりを目指
して活動を続けています。20年の間には、会員が増え
たり、引越という別れがあったり、何より子ども達の成
長がありました。学校のこと、進路のこと、きょうだい
のこと・・・会員同士で話をすることで、アドバイスを
もらえたり、聞いてもらうことで気持ちが楽になる場で
もあります。発足当時から使用していた建物も老朽化の
ため建て替えられ、令和元年12月、現在の新しいさく
らハウスになりました。

お譲りください！

　七宗町障がい児者親の会では、アルミ缶
とフリーマーケットの商品（未使用品）を集
めています。もしお譲りいただける方は七
宗町社会福祉協議会またはお近くの会員に
ご連絡ください。

個性豊かなピンで個性豊かなピンで
ボウリングの開始ボウリングの開始自分の好きな絵を描きました自分の好きな絵を描きました
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七宗町結婚相談所(七宗町社会福祉協議会)
電話：0574-46-1294　　担当：井川・上野
住所：七宗町神渕10327番地1（サンホーム七宗）

詳しくはお問い合せください。詳しくはお問い合せください。

七宗町結婚相談所（七宗町社会福祉協議会）
に来所し会員登録をお願いします。

来所予約：0574-46-1294
※会員登録できる方は七宗町に在住、在勤の
方・七宗町出身の方に限ります。

会員登録をするとご自身のスマホからマリサポ専用サイトにアクセスしてお相手
探しができるようになります。
(登録している方の簡単なプロフィールが閲覧できます。)

気になる方がいた場合、七宗町結婚相談所に設置してある専用パソコンから相手
のさらに詳しい情報を閲覧できます。

専用パソコンからお見合いの申込みができます。マリサポからお相手に確認して
お見合いの連絡があります。不安な方には、専門の職員がサポートします。

結婚を望む独身者の方に対して、出会いやお見合いを職員がサポートします。
１対１でじっくり出会いたい方、岐阜県全域の登録者の中からお相手探しができます。

七宗町結婚相談所七宗町結婚相談所
OPENしました！！OPENしました！！

♦ まずは会員登録 ♦
要予約

♦ サイトにアクセスしお相手探し ♦

♦ お見合いの申込み ♦

　ぎふマリッジサポートセン
ター（マリサポ）が運営する"お
みサポ・ぎふ"に登録していた
だきます。
　岐阜県が運営
するサービスな
ので安心です。
おみサポ・ぎふ▶︎

Step Step 11

StepStep  22

StepStep  33
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