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編集・発行　新型コロナウイルス感染症が流行し、この2年間実施
できなかった茶話会を、感染対策をしながら、5月から
実施しています。参加者からは、コロナ禍で集まれなかっ
たこともあり、久々に集まることができて楽しかったな
どの声がありました。

地域茶話会を再開しています
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共同募金運動共同募金運動ににご協力ご協力ををお願いしますお願いします
　今年も10月1日より共同募金運動が始まりました。
　この共同募金運動は、昭和22年に始まり地域の方々の
ご理解とご協力のもと今年で76回目を迎えました。
　みなさまからお寄せいただいた募金は、貴重な福祉財源
として地域福祉の推進に大きな役割を担っています。
　みなさまの善意を心よりお待ちしております。

＊＊＊＊＊＊ダイレクトメール募金について＊＊＊＊＊＊
　今年度も共同募金会七宗分会では、企業・法人を中心にダイレクトメール方式によっ
て寄付をお願いさせていただきます。共同募金への寄付は決して強制ではございません
ので、ご一読いただき、わからない点などは共同募金会にお問合せいただき、ご理解が
得られた場合にはご協力いただきますようお願い申しあげます。

みなさまの温かいご協力をお願いいたします。

戸 別 募 金戸 別 募 金

職 域 募 金職 域 募 金

街 頭 募 金街 頭 募 金

ダイレクトメール募金ダイレクトメール募金

区長様・自治会長様を通じて各ご家庭にお願いしております。

町内での各イベント開催時に募金を行っています。

町内の事業所様、役場、社協で募金箱を設置して実施しています。

町内企業・法人様に依頼し、実施しています。

募 金 の たか ち

ふくしまつりで毎年好評だった100円くじを行いま
す！100円の募金で１回くじが引けます！期間は11月
中旬～12月中旬頃を予定しています。サンホーム七宗
が開館している時間はいつでもくじ引きができますの
でぜひご来館ください。詳しくは区長配布にてお知ら
せします。

共同募金  100円募金くじ  開催します
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ご長寿おめでとうございます！ご長寿おめでとうございます！

昭和21年4月1日以前に生まれた方
対象者合計　824名（令和4年9月15日現在）

　今年度も新型コロナウイルスの感染予防の為、毎年サンホーム七宗で開催しておりました
敬老会は中止となりましたが、地域の福祉委員様にご協力をいただき、お祝い品をお届けし
ました。
　また、七宗町からの米寿のお祝い品につきましても
民生委員様を通してお配りしています。
　記念品の配布にご尽力いただきました民生委員様、
福祉委員様ありがとうございました。
　来年こそは皆様と敬老会でお会いできるように職員
一同願っております。

敬老の日を迎えられました皆様のご長寿を
心からお祝い申し上げます。

今年度米寿を迎えた方
（88歳　昭和9年4月1日～昭和10年3月31日生まれの方）

男性7名　女性29名　合計36名　（令和4年9月15日現在）

間　見	 加納己代治	様
牛ヶ洞	 中島美登里	様
上大橋	 中島　兼壽	様
上大橋	 中島多寿子	様
上大橋	 中島ツナコ	様
上大橋	 中島　友子	様
上大橋	 中島　壽子	様
寺　洞	 上野　玉枝	様
寺　洞	 岸　　文子	様
上八日市	 加藤　仁司	様
上八日市	 福井　　章	様
下八日市	 阿部千津子	様
下中切	 福井　英恵	様

葉　津	 塚本タカヨ	様
葉　津	 塚本　俊子	様
万　場	 高濱　鈴子	様
杉　洞	 佐藤千恵子	様
杉　洞	 長島ゆみ子	様
杉　洞	 松本　妙子	様
葛　屋	 嶋田美佐保	様
葛　屋	 林　　京子	様
葛　屋	 林　　絹江	様
飯　高	 後藤　鈴子	様
飯　高	 佐藤　幸子	様
本郷上	 土屋　太郎	様
本郷上	 土屋ふさゑ	様

本郷上	 長谷川美登里	様
本郷上	 平山喜美子	様
本郷下	 佐伯　義元	様
本郷下	 武市はるゑ	様
本郷下	 渡邉ふぢ子	様
樫　原	 原　コトエ	様
野々古屋	 長谷川文子	様
中麻生下	 井戸　秀子	様
中麻生下	 大鋸　友三	様
中麻生下	 村雲　志づ	様

（地区別50音順）

80・20運動
達成者

小　穴	 小池　元尚	様
寺　洞	 上野　武子	様
寺　洞	 長谷部初美	様
下中切	 上野　勝彦	様
追　洞	 吉田　　攻	様

飯　高	 田中　朝子	様
本郷下	 武市ひろ子	様
戸　刈	 加藤紀代子	様
中麻生上	 井戸　峯子	様

（地区別50音順）

令和4年度 敬老会対象者
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対　　象：	七宗町民でおおむね65歳以上、お店に商品や弁当等が取りに行けない方
取扱店舗：	地域振興券が使用できる店舗で、下記に掲載してある店舗
配達品名：	詳しくは参加店舗さんにお問い合わせください。
期　　間：	10月10日（月）～11月30日（水）※日曜日以外
注文受付：	参加店舗へご注文ください
　　　　　	※配達2日前までの午前11時までに申し込みください。申込数の上限有り。
配達曜日：	月曜日～土曜日（参加店舗さんが営業している曜日）
配達時間：	午前11時～午前12時までの間（おおよその時間）
配達方法：	社協職員が参加店舗より商品・弁当等を預かり、ご依頼

者様に配達しますので、「地域振興券」と「差額のお金」を
渡してください。社協職員が参加店舗に支払います。

七宗町が配布しました「地域振興券」を、より多くの方に利用し
ていただくために、七宗町社会福祉協議会では、商品・弁当等を
お店に取りに行けない方や宅配を行っていないお店に代わって配
達します。期限は令和4年11月30日までです。
また、注文方法がわからない方は、社協にご相談ください。

地域振興券配達事業地域振興券配達事業

◦麻濃屋支店
◦梅村酒店
◦株式会社 菊泉本舗
◦株式会社 白川園本舗 七宗御殿
◦サラダ館七宗店
◦Spice Kitchen 楽趣味
◦豚骨らーめん 飛水商店

◦ニコニコ堂薬舗
◦ひさご食堂
◦双葉屋
◦フレッシュフーズ マルアサ
◦マエコメドットコム
◦ロックタウンプラザ
◦和菓子工房 松栄堂

参 加 店 舗 （50音順）

※詳しくは10月5日に配布したチラシをご覧ください。 TEL 46-1294　担当 渡辺 政秀

11月20日(日)にサンホーム七宗にて開催予定でしたふくしま
つりは、新型コロナウイルス感染症の全国的な感染拡大状況を
考慮し、中止とさせていただきます。
誠に残念ではございますが、何卒ご理解のほどよろしくお願
いいたします。

七宗町社会福祉協議会ふくしまつりの中止について七宗町社会福祉協議会ふくしまつりの中止について
令和4年度
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◦ 継続の買い物支援事業（買い物バスの運行の継続と拡大、地域振興券等配達事業）
　水曜日	→	神渕地区買い物支援バスの運行
　金曜日	→	上麻生・川並・中麻生地区買い物支援バスの運行

◦新規の買い物支援事業（リフト付き福祉車両貸し出し事業）
　	車イス等を必要とする方とそのご家族(親族)の方に対して、リ
フト付き福祉車両を貸し出しすることにより、買い物や病院受
診等の移動支援、社会参加の促進と生活圏の拡大を図ります。
　（詳細は次号以降でお知らせいたします。）

（単位：円）

社会福祉充実残額算定額　11,550,000円

社会福祉法に基づいて、令和3年度決算金額より社会福祉充実残額を算出しました。

令和4年度 ▶▶ 令和8年度  七宗町社会福祉協議会 七宗町社会福祉協議会

社会福祉充実計画社会福祉充実計画

地域公益事業実施時期 令和4年度 令和5年度 令和6年度 令和7年度 令和8年度

計
画

買い物バス運行等 1,900,000 2,000,000 1,900,000 2,000,000 1,900,000

リフト付き
福祉車両貸し出し 330,000 380,000 380,000 380,000 380,000

買い物支援事業合計額 2,230,000 2,380,000 2,280,000 2,380,000 2,280,000

充実残額(年度末金額) 9,320,000 6,940,000 4,660,000 2,280,000 0

寄附金の積立金が財源となっております。

社会福祉法人が、公益事業によって、日常生活・社会生活上の支援を
必要とする方に対して無料または低額な料金で福祉サービスを提供する

令和4年度〜令和8年度 社会福祉充実計画原案の作成

地域協議会、税理士からの意見聴取

理事会、評議員会の承認

岐阜県への申請
※令和4年9月29日岐阜県の承認がおりました。

地域公益事業の実施

計画に基づいて事業を実施していきます。
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ま ー く ん 体 操

七宗町社会福祉協議会ホームページ

　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。

▪今月は、起床時若しくは就寝時等で、寝ながら行う体操です。

　また多くの方々から、生活困窮者緊急食糧支援事業へ食料品など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8月1日から令和4年9月30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
小　穴 長谷部 静雄 様 50,000円 本郷上 今瀬 嘉代美 様 100,000円

　匿　 名　 様 50,000円 上中切 工藤　 静子 様 100,000円

奥　田 山岡　 　謙 様 100,000円 上大橋 中島　 真吾 様 100,000円

皆様のご協力のもと、ウクライナ人道危機救援金に26,859円集まりましたので、日本赤
十字社を通じて送金させていただきました。ご協力ありがとうございます。引き続き受け
付けておりますので、よろしくお願いいたします。

▪ウクライナ人道危機救援金
　令和5年3月31日（金）まで
▪中東人道危機救援金
　令和5年3月31日（金）まで
▪バングラディシュ南部避難民救援金
　令和5年3月31日（金）まで
▪アフガニスタン人道危機救援金
　令和5年3月31日（金）まで

▪令和4年7月大雨災害義援金
　令和4年10月31日（月）まで
▪令和4年8月3日からの大雨災害義援金
　令和5年3月31日（金）まで
▪2022年パキスタン洪水救援金
　令和4年11月30日（水）まで
▪令和4年台風第15号災害義援金
　令和4年12月28日（水）まで

ただ今、下記の義援金・救援金の受付をしております。
お寄せいただいた義援金・救援金は、日本赤十字社岐阜県支部七宗町分区を窓口に、岐
阜県支部を通じて被災地等へ送金させていただきます。皆さまの温かいご支援をよろしく
お願いします。
詳細につきましては、日本赤十字社のホームページをご確認ください。

義援金・救援金のお願い義援金・救援金のお願い

朝と晩にゆっくり行うと良いでしょう。

❶ 仰向けに寝て、頭上で両手を
組みます。

❹ そのままの姿勢で、両手を下
腹に当て、腹式呼吸を2～3回
行います。

❸ 下方へ、伸ばします。
　 ❶から❸の動作をもう1回行
います。

❷ そのまま上方へ、思い切り背
伸びをします。あくびをして
も良いですよ。
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七七宗宗町町 親親子子教教 室室

さくらハウスさくらハウス通信通信

　今年も親子教室恒例のサンホームでの夏まつりは、新型コロナウイルス感
染症予防のため中止となりました。代わりに教室の指導の中で、魚釣りやお
菓子屋さんでの買い物ごっこを楽しみました。魚釣りでは、フックが付いた
竿を見て「本物みたい」と言って、釣りに挑戦していました。「ゆっくり動かす
と引っかかるよ」と静かに竿を動かし、釣れると「やったー」と嬉しそうでした。
お菓子屋さんでは、子ども銀行のお金を使い、「飴をください」、「ゼリーくだ
さい」と言ってお金を渡し、お菓子を受け取りました。生活の中で体験する機
会が減ってきたおつりの計算や5円玉2個が10円などを体験しました。

＊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
家族に対し、必要な相談や支援を行っています。
　正しく発音ができない、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など、心配なことを少しずつお話していただき、お子さんに合った指導内容を考え
て、行っていきます。
　気になること、心配に思われることがありましたら、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。

地域の皆様、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、誠にありがとうございます。
5月に植えたサツマイモも今月末掘り起こす予定です。

どんなサツマイモが出来ているか楽しみです。

さて、前号より引き続き当会の事を少しお話します。親
の会が発足してもう20年経ったわけですが、我が家が入会
したのは11年前、息子が特別支援学校の中学部に入った

ころです。当時会員は5軒。少ないながらも何か楽しそう
に活動しているなという感じがしてちょっと覗かせてもらい
ました。
子どもの年齢も障害の種類もさまざまですが、皆さん子

どもの将来の事はもちろん、地域の障害者福祉のために
同じ気持ちで活動していました。何より同じ障害を持つ親
として、悩みを打ち明けたり、時にはエピソードを笑いに変
えて話したり、笑顔の絶えないこんな会が地域にあるのは
心強いなと思ったのを覚えています。
20年前、思い切って立ち上げてくれた当時の会員と、立

ち上げにご尽力頂いた皆様に改めて感謝いたします。
あっという間に11年が経ちましたが、無理せずのんびり、
そして楽しく…これが続いている理由だと思います。もち
ろんそこには地域の皆様の温かいご理解があったからこそ
だと思います。どうぞこれからも「七宗町障がい児者親の
会」をよろしくお願いいたします。

▪11月8日（火）	すくすく相談	 10：00～12：00
　相談員　関市中濃圏域発達障がい支援センター
　　　　　発達障がい地域支援マネジャー
　連絡先　生きがい健康センター	 48-1112
　　　　　親子教室	 48-1881

▪11月17日（木）	言葉の相談会	13：00～
　講　師　言語聴覚士　豊島	義哉先生
　場　所　七宗町親子教室（ちびっ子ハウス内）

ご希望の方は親子教室までご連絡ください

◦お知らせ◦

ご寄付をいただきました。
岩本 由弘 様　50,000円
大切に使わせて頂きます。
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七宗町社会福祉協議会では、車イスなどの福祉機器等の貸し出しを行っています。
短期の貸し出しでもご利用いただくことができますのでお気軽にお問い合わせください。

◦貸出機器
　電動ベッド、マットレス、車イス、介護用杖、等
◦対象者
　町内在住者　※但し、電動ベッドに関しては要介護2以上の
　　　　　　　　認定者以外で必要と認めた方
◦利用料金
　電動ベッド  … 無料
　マットレス  … 2,200円　(クリーニング代にかかる手数料)
　車イス  ……… 無料
　介護用杖  …… 無料

福祉機器等貸し出しのご案内福祉機器等貸し出しのご案内

ご利用希望の方は、社会福祉協議会（TEL 46-1294）へ、ご連絡下さい。

※月額レンタル料金の福祉用料金対象者は次の方々です。
　65歳以上の一人暮らしの方、身体障害者の方
※福祉用レンタル工事費として初回料金引落時に3,190円（税込）かかります。

◦ ひとり暮らしの方などがいざというとき、ボ
タンひとつで緊急を知らせる装置です。

◦ あらかじめ相手の電話番号を登録すると、ボ
タンひとつで緊急を告げることができます。

◦ 今、お使いの電話機をそのまま接続すること
ができます。

◦ オプションのワイヤレスペンダントを使うと、
本体から離れた場所からでも通報できます。

シルバーホンあんしんSのご案内 レンタルの場合の
料金／月額（税込み）

シルバーホン
あんしんS 198円

ワイヤレス
ペンダント一式 220円

合計 418円

　七宗町社会福祉協議会では共同募金の配分を受け、18歳(高校生)以下のお子様がいる母子父
子家庭を対象に、映画鑑賞券をプレゼントします。ぜひ、親子で楽しい時間をお過ごしください。
　ご希望の方は、七宗町社会福祉協議会までご応募ください。

応募期間：令和4年10月20日～11月30日まで
応募条件：七宗町在住の18歳(高校生)以下のお子様がいる母子父子家庭
応募方法：七宗町社会福祉協議会まで電話かメールでご応募ください。

　　　　　「親子ふれあい映画事業申込み」
　　　　　氏名(親、子)、住所、電話番号をお知らせください。
　　　　　TEL 46-1294　  y-sanhoumu@shirt.ocn.ne.jp　担当 井川 英倫子

親子でふれあい映画事業のご案内親子でふれあい映画事業のご案内
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