
古河市資源リスト
生活支援相談機関

生きがい

外出手段

居場所づくり

権利擁護

健康増進

・高齢者サポートセンター
・古河市在宅支援センター
・居宅介護支援事業所

(ケアプラン作成事業者)

・認知症相談機関
・在宅医療・介護支援センター
・古河市医師会
・いばらき医療機関情報ネット
・古河市民生員児童委員連合協
議会

・老人クラブ
・シルバー人材センター
・趣味活動を行っている施設
・ボランティア
・古河市シニアボランティア
ポイント事業

・ももちゃんお助け隊
（有償ボランティア）

・ひとり暮し高齢者給食サービス
・趣味活動を行っている施設
・ふれあいいきいきサロン

・成年後見サポートセンターこが
（後見制度、日常生活自立支援）

・ヘルストレーニングルーム
・シルバーリハビリ体操教室

・循環バス ぐるりん号
・デマンド交通 愛・あい号
・市内タクシー会社（県ハイヤー・タクシー協会）

・介護タクシー案内所
（全国の介護・福祉タクシー、UDタクシーの総合情
報サイト）

項目をクリックするとそのページに進みます。

情報（古河市）

・高齢福祉サービス案内（令和４年度）
・高齢者運転免許証自主返納等支援事業

その他

・WAM NET

（独立行政法人 福祉医療機構）
・市内で独自のサービスを
提供している事業所

https://www.city.ibaraki-koga.lg.jp/lifetop/soshiki/koureikaigo/ippan/4/12356.html
https://www.city.ibaraki-koga.lg.jp/lifetop/soshiki/koureikaigo/ippan/4/12356.html
http://www.pref.ibaraki.jp/hokenfukushi/chofuku/choju/ninchi/soudan.html
https://www.city.ibaraki-koga.lg.jp/soshiki/koureikaigo/7/11525.html
http://www.kogaishikai.com/
http://www.ibaraki-medinfo.jp/
https://www.city.ibaraki-koga.lg.jp/soshiki/fukushi/chikifukushi/1110.html
https://www.city.ibaraki-koga.lg.jp/soshiki/fukushi/chikifukushi/1110.html
https://www.city.ibaraki-koga.lg.jp/soshiki/koureikaigo/4_1/1041.html
https://www.city.ibaraki-koga.lg.jp/soshiki/koureikaigo/4_1/1041.html
http://www.koga-syakyo.com/img/ikiiki/ikiiki.pdf
https://www.city.ibaraki-koga.lg.jp/soshiki/koureikaigo/4_1/1162.html
http://www.ibaraki-hire-taxi.org/list/area_kensei/koga/
https://caretaxi-net.com/
https://caretaxi-net.com/
https://caretaxi-net.com/
https://www.city.ibaraki-koga.lg.jp/material/files/group/86/reiwa4nenndosa-bisuannnaia4bann.pdf
https://www.city.ibaraki-koga.lg.jp/lifetop/soshiki/koutuu/3/11396.html
https://www.wam.go.jp/content/wamnet/pcpub/top/
https://www.wam.go.jp/content/wamnet/pcpub/top/


高齢者サポートセンター（地域包括支援センター）

主な業務

地域で暮らす高齢者の方を介護・福祉・保健・医療など様々な面から総合
的に支えるサービス拠点です。
高齢者の方がいつまでもいつまでも健やかに住み慣れた地域で生活してい

けるよう専門性をいかした総合てきな支援を行います。

高齢者サポート
センターとは

なんでもご相談
ください

介護予防を
支援します 権利を守ります

暮らしやすい地域づ
くりを目指します

高齢の方やその家族
が抱える介護・健
康・福祉など不安な
ことや生活に関する
相談などに対応しま
す。

要支援１・２と認定
された方は、介護予
防のケアプランを作
ります。また、介護
予防が必要な方に適
したサービスを紹介
します。

高齢者の方が持つ
様々な権利を守りま
す。後見等の紹介・
虐待の早期発見・防
止・消費者被害など

ケアマネジャーの指
導支援の他、住みや
すい地域にするため
に様々な関係機関と
連携して対応します。

※高齢者サポートセンターは地域包括支援
センターの愛称です



地 区 機関名・所在地 電話番号 外観

１ 総 和
高齢者サポートセンター総和

古河市上大野1889番地1特別養護老人ホーム 希望の森内
２３－５６６１

２ 古 河
高齢者サポートセンター古河

古河市新久田271ｰ1 古河福祉の森会館付属棟
２３－６５１７

３ 三 和
高齢者サポートセンター三和

古河市仁連2228ｰ7 三和地域福祉センター内
７７ー１９０１

高齢者サポートセンター
お住まいの地区に
ご相談ください

目次にもどる

https://www.google.com/maps/place/%E3%80%92306-0201+%E8%8C%A8%E5%9F%8E%E7%9C%8C%E5%8F%A4%E6%B2%B3%E5%B8%82%E4%B8%8A%E5%A4%A7%E9%87%8E%EF%BC%91%EF%BC%98%EF%BC%98%EF%BC%99%E2%88%92%EF%BC%91/@36.2222115,139.7818546,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x601f4cbd225aa503:0xcd00f8f118f43b6!8m2!3d36.2222115!4d139.7840433
https://www.google.co.jp/maps/place/%E5%8F%A4%E6%B2%B3%E5%B8%82%E5%BD%B9%E6%89%80+%E5%8F%A4%E6%B2%B3%E5%9C%B0%E5%8C%BA%E5%8F%A4%E6%B2%B3%E7%A6%8F%E7%A5%89%E3%81%AE%E6%A3%AE%E4%BC%9A%E9%A4%A8/@36.1681858,139.7012054,17z/data=!4m8!1m2!2m1!1z5Y-k5rKz5biC56aP56WJ44Gu5qOu5Lya6aSo!3m4!1s0x6018b54e65260ebb:0xbe23b0c2f2adab72!8m2!3d36.1681883!4d139.7034044
https://www.google.co.jp/maps/place/%E5%8F%A4%E6%B2%B3%E5%B8%82+%E4%B8%89%E5%92%8C%E5%9C%B0%E5%9F%9F%E7%A6%8F%E7%A5%89%E3%82%BB%E3%83%B3%E3%82%BF%E3%83%BC/@36.1869175,139.8230691,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x6018b2f7ea6df429:0xeb00320a1294f37c!8m2!3d36.1869132!4d139.8252578


施設名 所在地 ☎ 担当区域

１ 愛光園 新久田２５０番地４ ４８－６９４４ 古河 駅西地区

２ わたらせ 大山５０７番地５ ４７－０１６１ 古河 国道３５４号線以南

３ 平成園 旭町1丁目17番39号 ３１－３７３７ 古河 駅東地区

４ 青嵐荘
西牛谷852番地4

タウンハウスMITA 105

号室
９８－００３０ 総和 総和北中学校区

５ 白英荘 小堤１７９６番地２ ９８－６２１８ 総和 総和中学校区

６

バックアップ
（総和中央病
院）

駒羽根８２５番地１ ９１－１２５６ 総和 総和南中学校区

７ みどりの里 東山田４７９６番地２ ７８－１１２３ 三和 三和中・三和東中学校区（一部）

８ 秋明館 諸川２５３０番地４ ７７－３７５１ 三和 三和北中・三和東中学校区（一部）

古河市在宅介護支援センター
お住まいの地区にご相談ください

目次にもどる

https://www.google.co.jp/maps/place/%E6%84%9B%E5%85%89%E5%9C%92/@36.1694454,139.6997897,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x6018b54d8d6053df:0x2c2886c289f0e41a!8m2!3d36.1694411!4d139.7019784
https://www.google.co.jp/maps/place/%E7%89%B9%E5%88%A5%E9%A4%8A%E8%AD%B7%E8%80%81%E4%BA%BA%E3%83%9B%E3%83%BC%E3%83%A0%E3%82%8F%E3%81%9F%E3%82%89%E3%81%9B/@36.1471203,139.7127953,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x6018b50c69a24465:0x4cba8f8a58e234c3!8m2!3d36.147116!4d139.714984
https://www.google.com/maps/place/%E3%80%92306-0012+%E8%8C%A8%E5%9F%8E%E7%9C%8C%E5%8F%A4%E6%B2%B3%E5%B8%82%E6%97%AD%E7%94%BA%EF%BC%91%E4%B8%81%E7%9B%AE%EF%BC%91%EF%BC%97%E2%88%92%EF%BC%93%EF%BC%99/@36.1973957,139.7198667,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x601f4add33541959:0xed56918b2d46c176!8m2!3d36.1973957!4d139.7220554
https://www.google.com/maps/place/%E3%80%92306-0233+%E8%8C%A8%E5%9F%8E%E7%9C%8C%E5%8F%A4%E6%B2%B3%E5%B8%82%E8%A5%BF%E7%89%9B%E8%B0%B7%EF%BC%98%EF%BC%95%EF%BC%92%E2%88%92%EF%BC%94/@36.1981993,139.7367987,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x601f4b25a331f13b:0xf28c7f5fbb3c6ba8!8m2!3d36.1981993!4d139.7389874
https://www.google.com/maps/place/%E3%80%92306-0233+%E8%8C%A8%E5%9F%8E%E7%9C%8C%E5%8F%A4%E6%B2%B3%E5%B8%82%E8%A5%BF%E7%89%9B%E8%B0%B7%EF%BC%98%EF%BC%95%EF%BC%92%E2%88%92%EF%BC%94/@36.1981993,139.7367987,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x601f4b25a331f13b:0xf28c7f5fbb3c6ba8!8m2!3d36.1981993!4d139.7389874
https://www.google.co.jp/maps/place/%E7%89%B9%E5%88%A5%E9%A4%8A%E8%AD%B7%E8%80%81%E4%BA%BA%E3%83%9B%E3%83%BC%E3%83%A0+%E7%99%BD%E8%8B%B1%E8%8D%98/@36.2022853,139.7616473,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x601f4b5202ad141f:0x4654197ecac2e154!8m2!3d36.202281!4d139.763836
https://www.google.co.jp/maps/place/%E5%8F%A4%E6%B2%B3%E5%B8%82+%E5%9C%A8%E5%AE%85%E4%BB%8B%E8%AD%B7%E6%94%AF%E6%8F%B4%E3%82%BB%E3%83%B3%E3%82%BF%E3%83%BC%E3%83%90%E3%83%83%E3%82%AF%E3%82%A2%E3%83%83%E3%83%97/@36.1641203,139.7579123,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x6018b488d588f0bb:0x9db24791dd1007d3!8m2!3d36.164116!4d139.760101
https://www.google.co.jp/maps/place/%E7%89%B9%E5%88%A5%E9%A4%8A%E8%AD%B7%E8%80%81%E4%BA%BA%E3%83%9B%E3%83%BC%E3%83%A0%E3%81%BF%E3%81%A9%E3%82%8A%E3%81%AE%E9%87%8C/@36.1597283,139.8290283,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x6018b22318e6ff35:0x2e775dd73019ac19!8m2!3d36.159724!4d139.831217
https://www.google.co.jp/maps/place/%E7%89%B9%E5%88%A5%E9%A4%8A%E8%AD%B7%E8%80%81%E4%BA%BA%E3%83%9B%E3%83%BC%E3%83%A0%E7%A7%8B%E6%98%8E%E9%A4%A8/@36.2045593,139.8144143,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x6018b2ded9b64129:0xa1ff5abc4eecca2e!8m2!3d36.204555!4d139.816603


成年後見サポートセンターこが

成年後見はこんな
時の制度です

相談業務
電話や窓口で制度
などについて相談
をお受けします。

主な業務

預貯金を勝手に使
われる心配が…

悪徳商法の被害
にあう心配が…

相続の手続きが
できない…

身寄りがなく将
来が心配…

法人後見事業
後見人等がいない
方や虐待による深
刻な権利侵害を受
けている方に対し
社協が法人として
後見人等の候補者
となります。

日常生活自立支援事業
高齢者や障がい者等、
判断能力が不十分な方
の福祉サービスの利用
援助を行います。それ
に併せて、日常の金銭
管理や書類の預かり
サービスも行います。

【問い合せ先】
古河市社会福祉協議会
成年後見サポートセンターこが
古河市北利根10 たんぽぽ館
☎0280－23－1108目次にもどる

https://www.google.com/maps/place/%E5%8F%A4%E6%B2%B3%E5%B8%82+%E7%B7%8F%E5%92%8C%E5%BF%83%E8%BA%AB%E9%9A%9C%E5%AE%B3%E8%80%85%E7%A6%8F%E7%A5%89%E3%82%BB%E3%83%B3%E3%82%BF%E3%83%BC%E3%81%9F%E3%82%93%E3%81%BD%E3%81%BD%E9%A4%A8/@36.1592294,139.7644367,19z/data=!4m6!3m5!1s0x6018b47ce30a013b:0x21820024f808dae4!8m2!3d36.1589685!4d139.764406!16s%2Fg%2F1vsprhwt


ももちゃんお助け隊（在宅福祉サービス）

内容 市内にお住まいの高齢者や障がいのある方、子育て中の方が、住み慣れた地域
で生活を続けたいという願いの実現のため、手助けを必要としている方へ「たす
けあいの心」で行うサービスです。
会員方式により、協力会員（手助けをする方）が利用会員（サービスを受けた

い方）へ、家事援助やお話し相手、ちょっとした生活支援などを行ういわゆる有
償ボランティアです。

会費：無料
利用料
４００円／
３０分

料金活動時間

・活動日
月～金

・時間
午前８時～午後６時

・休日
土日祝日、年末年始

サービス
内容

・食事の支度
・衣類の洗濯、補修
・買い物
・通院、外出の付き添い
・話相手
・産後、怪我、病気時の家事
・ちょっとした生活支援

利用申込書

パンフレット

../../../利用会員申込書（PDF）.pdf
http://koga-syakyo.com/img/download/momo-otasuke-r3-02.pdf
../../../利用会員申込書（PDF）.pdf
http://www.koga-syakyo.com/img/download/momo-otasuke-02.pdf


・身体介助
・利用者を乗せて運転すること
・危険なこと
・お手伝いさん的役割をもとめられること
・人員が揃わない、協力員が望まない活動

り

派遣をお断
りする基準

活動の様子

【問い合せ先】
古河市社会福祉協議会
地域福祉係
古河市新久田271ｰ1
福祉の森会館内
☎0280－48－0808目次にもどる

https://www.google.co.jp/maps/place/%E5%8F%A4%E6%B2%B3%E5%B8%82%E5%BD%B9%E6%89%80+%E5%8F%A4%E6%B2%B3%E5%9C%B0%E5%8C%BA%E5%8F%A4%E6%B2%B3%E7%A6%8F%E7%A5%89%E3%81%AE%E6%A3%AE%E4%BC%9A%E9%A4%A8/@36.1681858,139.7012054,17z/data=!4m8!1m2!2m1!1z5Y-k5rKz5biC44CA56aP56WJ44Gu5qOu5Lya6aSo!3m4!1s0x6018b54e65260ebb:0xbe23b0c2f2adab72!8m2!3d36.1681883!4d139.7034044
https://www.google.co.jp/maps/place/%E5%8F%A4%E6%B2%B3%E5%B8%82%E5%BD%B9%E6%89%80+%E5%8F%A4%E6%B2%B3%E5%9C%B0%E5%8C%BA%E5%8F%A4%E6%B2%B3%E7%A6%8F%E7%A5%89%E3%81%AE%E6%A3%AE%E4%BC%9A%E9%A4%A8/@36.1681858,139.7012054,17z/data=!4m8!1m2!2m1!1z5Y-k5rKz5biC44CA56aP56WJ44Gu5qOu5Lya6aSo!3m4!1s0x6018b54e65260ebb:0xbe23b0c2f2adab72!8m2!3d36.1681883!4d139.7034044


ひとり暮らし高齢者給食サービス

目的 ひとり暮しの高齢者を対象に、会食型給食サービスを行うこ
とで引きこもりを防ぐとともに、おとしより同士及びボラン
ティアとの交流を深めていくなかで、住み慣れた地域で安心し
て暮らせることを目的としています。

・市内在住の６５歳
以上で一人暮らし
の方 料金

開催日
１回／月

３会場

会場

・日中独居の方

対象者

１回３００円
【問い合せ先】
古河市社会福祉協議会
地域福祉係
古河市新久田271ｰ1
福祉の森会館内
☎0280－48－0808

https://www.google.co.jp/maps/place/%E5%8F%A4%E6%B2%B3%E5%B8%82%E5%BD%B9%E6%89%80+%E5%8F%A4%E6%B2%B3%E5%9C%B0%E5%8C%BA%E5%8F%A4%E6%B2%B3%E7%A6%8F%E7%A5%89%E3%81%AE%E6%A3%AE%E4%BC%9A%E9%A4%A8/@36.1681858,139.7012054,17z/data=!4m8!1m2!2m1!1z5Y-k5rKz5biC44CA56aP56WJ44Gu5qOu5Lya6aSo!3m4!1s0x6018b54e65260ebb:0xbe23b0c2f2adab72!8m2!3d36.1681883!4d139.7034044
https://www.google.co.jp/maps/place/%E5%8F%A4%E6%B2%B3%E5%B8%82%E5%BD%B9%E6%89%80+%E5%8F%A4%E6%B2%B3%E5%9C%B0%E5%8C%BA%E5%8F%A4%E6%B2%B3%E7%A6%8F%E7%A5%89%E3%81%AE%E6%A3%AE%E4%BC%9A%E9%A4%A8/@36.1681858,139.7012054,17z/data=!4m8!1m2!2m1!1z5Y-k5rKz5biC44CA56aP56WJ44Gu5qOu5Lya6aSo!3m4!1s0x6018b54e65260ebb:0xbe23b0c2f2adab72!8m2!3d36.1681883!4d139.7034044


時
間 参加者 9:30 10:00 11:00 12:30

内

容

ご利用者 集 合
血圧・健康相談

レク・講習
会・音楽鑑
賞等

会食
・
懇談

散 会

民生委員 利用者接待
会場後片付け

社 協 会場準備

調理ボランティア 料理づくり 調理室後片付け

1日の流れ

活動の様子

健康チェック

調理の様子
会食の様子レク・講座等

の様子

※コロナ禍のため午前中のみ実施し、昼食の提供を中止しています



昼 食 会 会 場 会場所在地 料理ボランティア

１ ひまわり会 はなももプラザ 古河市横山町1-2-20 ひまわり会

２ なの花会 中田公民館 古河市中田新田135-1 なの花会

３ あけぼの会 隣保館 古河市大山1729-5 あけぼの会

ひとり暮し高齢者給食サービス会場

https://www.google.co.jp/maps/place/%E5%8F%A4%E6%B2%B3%E5%B8%82+%E5%8F%A4%E6%B2%B3%E5%9C%B0%E5%8C%BA%E5%9C%B0%E5%9F%9F%E4%BA%A4%E6%B5%81%E3%82%BB%E3%83%B3%E3%82%BF%E3%83%BC%E3%83%BB%E3%81%AF%E3%81%AA%E3%82%82%E3%82%82%E3%83%97%E3%83%A9%E3%82%B6/@36.1974562,139.702875,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x601f4a913827c85f:0xd3e7651cc6185173!8m2!3d36.1974519!4d139.7050637
https://www.google.co.jp/maps/place/%E5%8F%A4%E6%B2%B3%E5%B8%82%E3%82%B3%E3%83%9F%E3%83%A5%E3%83%8B%E3%83%86%E3%82%A3%E3%82%BB%E3%83%B3%E3%82%BF%E3%83%BC%E5%B9%B3%E5%92%8C/@36.2013062,139.7074377,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x601f4a92fb4eaaab:0x79ad5d1936e2c5c7!8m2!3d36.2013019!4d139.7096264
https://www.google.co.jp/maps/place/%E5%8F%A4%E6%B2%B3%E5%B8%82%E5%BD%B9%E6%89%80+%E5%8F%A4%E6%B2%B3%E5%9C%B0%E5%8C%BA%E9%9A%A3%E4%BF%9D%E9%A4%A8/@36.1521143,139.7188583,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x6018b50feda16b49:0xf29faa660ac90caa!8m2!3d36.15211!4d139.721047


施設名 所在地・電話番号 活動内容

１
東公民館 古河市東3ｰ7ｰ19

☎３２－５５３３

絵画・ダンス・書道・音楽・フラワーアレンジ・語学・ビー
ズ・手話・太極拳・ヨガなど

２
地域交流センター
「はなももプラザ」

古河市横山町1ｰ2ｰ20

☎２１－１２５５

囲碁・ダンス・音楽・太極拳・詩吟・大正琴・絵画・読書・ヨ
ガ・毛筆・編物・写真・歌・フラワーアレンジなど

３
中田公民館 古河市中田新田35ｰ1

☎４８－１８５２

絵手紙・習字・絵画・ヨガ・語学・エアロビクス・音楽・クラ
フト・太極拳・ウクレレ・写真・茶道・ダンス・読書など

４
古河文学館 古河市中央町3ｰ10ｰ21

☎２１－１１２９

俳句・短歌・美術・文学・絵手紙など

５
中央公民館 古河市下大野2248

☎９２－４５０１

インディアカ・音楽・茶道・ダンス・気功・書道・将棋・太極
拳・朗読・絵画・語学など

６
ユーセンター総和 古河市上辺見2369

☎３１－３２１１

歌・絵画・語学・音楽・華道・太極拳・大正琴・パッチワー
ク・写真・七宝焼・ダンス・習字・茶道・粘土など

７
つつみ館 古河市小堤1766

☎９８－５５３０

編物・藤工芸・気功・エアロビクス・歌・ダンス・粘土・お
花・書道・インディアカなど

趣味活動を行っている施設①

※活動内容は、変更の場合があります。

https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92306-0011+%E8%8C%A8%E5%9F%8E%E7%9C%8C%E5%8F%A4%E6%B2%B3%E5%B8%82%E6%9D%B1%EF%BC%93%E4%B8%81%E7%9B%AE%EF%BC%97%E2%88%92%EF%BC%91%EF%BC%99/@36.1973871,139.712276,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x601f4aea5c2efaef:0x1aa1aff87ac753e8!8m2!3d36.1973828!4d139.7144647
https://www.google.co.jp/maps/place/%E5%8F%A4%E6%B2%B3%E5%B8%82+%E5%8F%A4%E6%B2%B3%E5%9C%B0%E5%8C%BA%E5%9C%B0%E5%9F%9F%E4%BA%A4%E6%B5%81%E3%82%BB%E3%83%B3%E3%82%BF%E3%83%BC%E3%83%BB%E3%81%AF%E3%81%AA%E3%82%82%E3%82%82%E3%83%97%E3%83%A9%E3%82%B6/@36.1974562,139.702875,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x601f4a913827c85f:0xd3e7651cc6185173!8m2!3d36.1974519!4d139.7050637
https://www.google.co.jp/maps/place/%E5%8F%A4%E6%B2%B3%E5%B8%82+%E4%B8%AD%E7%94%B0%E5%85%AC%E6%B0%91%E9%A4%A8/@36.1551336,139.7114279,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x6018b51485060a25:0x84aa369b5a2f0735!8m2!3d36.1551293!4d139.7136166
https://www.google.co.jp/maps/place/%E5%8F%A4%E6%B2%B3%E6%96%87%E5%AD%A6%E9%A4%A8/@36.1917843,139.6997553,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x601f4a97f1c4d84f:0xa2e91a20f5f1e454!8m2!3d36.19178!4d139.701944
https://www.google.co.jp/maps/place/%E5%8F%A4%E6%B2%B3%E5%B8%82+%E4%B8%AD%E5%A4%AE%E5%85%AC%E6%B0%91%E9%A4%A8/@36.1788602,139.7535158,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x6018b4bef0bfffff:0x7cc38efef533e491!8m2!3d36.1788559!4d139.7557045
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%83%A6%E3%83%BC%E3%82%BB%E3%83%B3%E3%82%BF%E3%83%BC+%E7%B7%8F%E5%92%8C/@36.1869058,139.7279525,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x601f4ad5a5720b6d:0x34845a58125d7965!8m2!3d36.1869015!4d139.7301412
https://www.google.co.jp/maps/place/%E5%8F%A4%E6%B2%B3%E5%B8%82%E5%BD%B9%E6%89%80+%E7%B7%8F%E5%92%8C%E5%9C%B0%E5%8C%BA%E5%B0%8F%E5%A0%A4%E5%AD%A6%E5%8C%BA%E5%85%AC%E6%B0%91%E9%A4%A8%E3%83%BB%E3%81%A4%E3%81%A4%E3%81%BF%E9%A4%A8/@36.2031808,139.7638657,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x601f4b53d89170df:0xfd6d0e584ee6c2d6!8m2!3d36.2031765!4d139.7660544


施設名 所在地・電話番号 活動内容

８
さくら館 古河市久能973ｰ1

☎９２－３４２２

絵画・絵手紙・ダンス・パッチワーク・きりえなど

９
ふれあい館 古河市駒羽根1419ｰ4

☎９２ー３０３６

料理・歌・大正琴・絵画・茶道・写真・篆刻・絵手紙・音楽・
編物・太極拳・フラワーアレンジ・書道など

10
生涯学習センター と
ねミドリ館

古河市前林1953-1

☎９２－４０００

編物・茶道・ビーズ・太極拳・粘土・フラワーアレンジなど

11
コスモスプラザ(三和
地域交流センター)

古河市仁連2065

☎７６－１５１７

華道・太極拳・絵画・絵手紙・ダンス・生け花・詩吟・書道・
短歌・大正琴・ヨガ・茶道・歌・朗読・和裁など

12
三和健康ふれあい
スポーツセンター

古河市仁連2042ｰ1
☎７６－７０００

卓球・太極拳・フラダンスなど

13
三和農村環境改善
センター

古河市東山田1808ｰ12

☎７８－１８１５

俳句・詩吟・大正琴・フォークダンス・書道・グランドゴル
フ・社交ダンス・など

趣味活動を行っている施設②

※活動内容は、変更の場合があります。
目次にもどる

https://www.google.co.jp/maps/place/%E5%8F%A4%E6%B2%B3%E5%B8%82+%E7%B7%8F%E5%92%8C%E5%9C%B0%E5%8C%BA%E4%B8%8B%E5%A4%A7%E9%87%8E%E5%AD%A6%E5%8C%BA%E5%85%AC%E6%B0%91%E9%A4%A8+%E3%81%95%E3%81%8F%E3%82%89%E9%A4%A8/@36.1664983,139.7704113,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x6018b48028a6437f:0x9f3e3d33b1c0cc3b!8m2!3d36.166494!4d139.7726
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92306-0221+%E8%8C%A8%E5%9F%8E%E7%9C%8C%E5%8F%A4%E6%B2%B3%E5%B8%82%E9%A7%92%E7%BE%BD%E6%A0%B9+%E5%8F%A4%E6%B2%B3%E5%B8%82%E3%81%B5%E3%82%8C%E3%81%82%E3%81%84%E5%85%AC%E6%B0%91%E9%A4%A8/@36.158787,139.755654,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x6018b46200b205d1:0x10ace7847a66cd69!8m2!3d36.158775!4d139.7578207
https://www.google.co.jp/maps/place/%E5%8F%A4%E6%B2%B3%E5%B8%82%E7%94%9F%E6%B6%AF%E5%AD%A6%E7%BF%92%E3%82%BB%E3%83%B3%E3%82%BF%E3%83%BC%E7%B7%8F%E5%92%8C%EF%BC%88%E3%81%A8%E3%81%AD%E3%83%9F%E3%83%89%E3%83%AA%E9%A4%A8%EF%BC%89/@36.1525153,139.7370563,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x6018b4f88a56b98f:0xf941235bcecebd82!8m2!3d36.152511!4d139.739245
https://www.google.co.jp/maps/place/%E5%8F%A4%E6%B2%B3%E5%B8%82+%E4%B8%89%E5%92%8C%E5%9C%B0%E5%8C%BA%E4%B8%AD%E5%A4%AE%E5%85%AC%E6%B0%91%E9%A4%A8/@36.1894554,139.8160809,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x6018b2fc7aab148f:0x241bb568d5d31dc5!8m2!3d36.1894511!4d139.8182696
https://www.google.co.jp/maps/place/%E5%81%A5%E5%BA%B7%E3%81%B5%E3%82%8C%E3%81%82%E3%81%84%E3%82%B9%E3%83%9D%E3%83%BC%E3%83%84%E3%82%BB%E3%83%B3%E3%82%BF%E3%83%BC/@36.1854666,139.817194,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x6018b2f8d0f832c7:0x3e0cb5c2ed662a93!8m2!3d36.1854623!4d139.8193827
https://www.google.co.jp/maps/place/%E5%8F%A4%E6%B2%B3%E5%B8%82+%E4%B8%89%E5%92%8C%E5%9C%B0%E5%8C%BA%E8%BE%B2%E6%9D%91%E7%92%B0%E5%A2%83%E6%94%B9%E5%96%84%E3%82%BB%E3%83%B3%E3%82%BF%E3%83%BC/@36.1586093,139.8155483,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x6018b233c716024d:0xfd86dbd95dc64535!8m2!3d36.158605!4d139.817737


公益社団法人
古河市シルバー人材センター

【問い合せ先】
古河市シルバー人材センター
古河市北利根10

☎0280－92－7018

定年退職後も働くことを希望する高齢者に対し、そのかたが持つ技術や知
識、経験を活用した業務を提供します。
そのことにより、高齢者の自立と生きがいの充実を図り、活力ある地域社
会構築へ寄与することを目的とした公益法人です。

・古河市に居住する、おおむね６０歳以上の方で健康で働く意欲のある方
・シルバー人材センター趣旨に賛同できる方
・入会説明を受け、入会申込書を提出し理事会の承認を得た方
・定められた会費を納入した方

会員になるには

シルバー人材
センターとは

生き
がい

健康

仲間
づくり

社会
参加

ゆとり
生活 目次にもどる

詳細はこちら（ホームページ）

https://www.google.co.jp/maps/place/%EF%BC%88%E5%85%AC%E7%A4%BE%EF%BC%89%E5%8F%A4%E6%B2%B3%E5%B8%82%E3%82%B7%E3%83%AB%E3%83%90%E3%83%BC%E4%BA%BA%E6%9D%90%E3%82%BB%E3%83%B3%E3%82%BF%E3%83%BC+%E7%B7%8F%E5%92%8C%E4%BA%8B%E5%8B%99%E6%89%80/@36.1593319,139.7630264,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x6018b47c55886fa1:0x1290e8bdb3257431!8m2!3d36.1593276!4d139.7652151
https://webc.sjc.ne.jp/koga/index


ボランティアをしてみたい方は社協まで

ボランティアとは、自らすすんで地域社会で活躍する人のことです。自分
の意志によって日常の生活の中に営まれるものです。

・ボランティア活動に関する相談を受け付けています。
・ボランティア実践者の登録・保険の加入を行います。
・ボランティア派遣希望者とのコーディネートを行います。

社協では

ボランティアの
意味

社協

ボランティア
派遣希望者

ボランティア団
体・個人登録つなぐ

【問い合せ先】
古河市社会福祉協議会
地域福祉係
古河市新久田271ｰ1
福祉の森会館内
☎0280－48－0808

目次に
もどる

https://www.google.co.jp/maps/place/%E5%8F%A4%E6%B2%B3%E5%B8%82%E5%BD%B9%E6%89%80+%E5%8F%A4%E6%B2%B3%E5%9C%B0%E5%8C%BA%E5%8F%A4%E6%B2%B3%E7%A6%8F%E7%A5%89%E3%81%AE%E6%A3%AE%E4%BC%9A%E9%A4%A8/@36.1681858,139.7012054,17z/data=!4m8!1m2!2m1!1z5Y-k5rKz5biC44CA56aP56WJ44Gu5qOu5Lya6aSo!3m4!1s0x6018b54e65260ebb:0xbe23b0c2f2adab72!8m2!3d36.1681883!4d139.7034044
https://www.google.co.jp/maps/place/%E5%8F%A4%E6%B2%B3%E5%B8%82%E5%BD%B9%E6%89%80+%E5%8F%A4%E6%B2%B3%E5%9C%B0%E5%8C%BA%E5%8F%A4%E6%B2%B3%E7%A6%8F%E7%A5%89%E3%81%AE%E6%A3%AE%E4%BC%9A%E9%A4%A8/@36.1681858,139.7012054,17z/data=!4m8!1m2!2m1!1z5Y-k5rKz5biC44CA56aP56WJ44Gu5qOu5Lya6aSo!3m4!1s0x6018b54e65260ebb:0xbe23b0c2f2adab72!8m2!3d36.1681883!4d139.7034044


市内公共交通

【問い合せ先】
古河市役所（ぐるりん号／愛・あい号）
交通防犯課
古河市下大野2248

☎0280－92－3111

循環バス方式により古河市内等を運行しています。
コース・料金・時刻表など詳しい内容についてはこちらをクリックしてください。

デマンド交通（乗り合いタクシー）は、自宅から病院、商店など好きな場所まで
低料金で送迎するタクシーです。ただし、通常のタクシーと違い、乗り合わせや
事前の登録が必要となります。
利用方法・料金など詳しい内容についてはこちらをクリックしてください。

古河市デマンド交通
愛・あい号

古河市循環バス
ぐるりん号

目次に
もどる

ジェイアールバス関東 古河駅～大綱
茨城急行自動車 古河駅～古河市三和庁舎 古河駅～友愛記念病院

古河駅～北茂呂車庫 古河駅～八千代町役場
朝日自動車 古河駅～境車庫

路線バス

https://www.google.co.jp/maps/place/%E5%8F%A4%E6%B2%B3%E5%B8%82+%E7%B7%8F%E5%92%8C%E5%BA%81%E8%88%8E/@36.1782373,139.7531823,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x6018b4be5666f253:0x789542ccb1d6cf6d!8m2!3d36.178233!4d139.755371
https://www.city.ibaraki-koga.lg.jp/soshiki/koutuu/3/16925.html
https://www.city.ibaraki-koga.lg.jp/soshiki/koutuu/3/16935.html
http://www.jrbuskanto.co.jp/local_guide/pdf/map_koga.pdf
https://www.ibakyu.jp/_assets/file/pdf/bus/route/route_02_202110.pdf
https://www.asahibus.jp/data/pdf/sakai.pdf?202210


老人クラブ

おおむね６０歳以上の人が自主的に運営し、スポーツ・レクリエーション活動
をはじめ、清掃などの社会奉仕活動などを通して地域における交流や社会参加
をおこなっています。

老人クラブ会員
になると・・・

老人クラブの
活動

地域に新しい
仲間ができます！

【問い合せ先】
古河市社会福祉協議会
古河市総和老人福祉センターせせらぎの里
（古河市老人クラブ連合会事務局）

古河市北利根１０
☎0280－92－5888

健康の維持・増進
になります！

知識や経験を活かす
機会ができます！

社会活動への参加
と地域に貢献がで

きます！

生きがい・充実感
が得られます！

目次にもどる

https://www.google.com/maps/place/%E5%8F%A4%E6%B2%B3%E5%B8%82+%E7%B7%8F%E5%92%8C%E8%80%81%E4%BA%BA%E7%A6%8F%E7%A5%89%E3%82%BB%E3%83%B3%E3%82%BF%E3%83%BC/@36.1589897,139.7643204,18.25z/data=!4m6!3m5!1s0x6018b47c55886fa1:0x5e7b1bb291164b38!8m2!3d36.1593134!4d139.7651892!16s%2Fg%2F1tmqlt1k


生活習慣病の予防や介護が必要な状態とならないためには、適度な運動をす
ることが大切です。
市内には、健康づくりのためのヘルストレーニングルームが２か所あります。
名前は同じヘルストレーニングですが、その目的に違いがあるため、対象と
する人や運営の仕方に違いがありますので各トレーニングルームで確認して
ください。自分に合うヘルストレーニングルームで健康な体を作りましょう。

地 区 機関名・所在地 ☎ 外観

１ 総 和
「健康の駅」ヘルストレーニングルーム

古河市駒羽根1501 健康の駅内
９２－７０８５

２ 古 河
古河福祉の森会館ヘルストレーニングルーム

古河市新久田271ｰ1 古河福祉の森会館
４８－６８８２

ヘルストレーニングルーム
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https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92306-0221+%E8%8C%A8%E5%9F%8E%E7%9C%8C%E5%8F%A4%E6%B2%B3%E5%B8%82%E9%A7%92%E7%BE%BD%E6%A0%B9%EF%BC%91%EF%BC%95%EF%BC%90%EF%BC%91+%E5%8F%A4%E6%B2%B3%E5%B8%82%E7%B7%8F%E5%92%8C%E7%A6%8F%E7%A5%89%E3%82%BB%E3%83%B3%E3%82%BF%E3%83%BC%E5%81%A5%E5%BA%B7%E3%81%AE%E9%A7%85/@36.1590371,139.7613921,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x6018b47d26ce3555:0xeaff51730ca83db!8m2!3d36.1589851!4d139.7636506
https://www.google.co.jp/maps/place/%E5%8F%A4%E6%B2%B3%E5%B8%82%E5%BD%B9%E6%89%80+%E5%8F%A4%E6%B2%B3%E5%9C%B0%E5%8C%BA%E5%8F%A4%E6%B2%B3%E7%A6%8F%E7%A5%89%E3%81%AE%E6%A3%AE%E4%BC%9A%E9%A4%A8/@36.168186,139.7012055,17z/data=!4m8!1m2!2m1!1z5Y-k5rKz56aP56WJ44Gu5qOu5Lya6aSo!3m4!1s0x6018b54e65260ebb:0xbe23b0c2f2adab72!8m2!3d36.1681883!4d139.7034044


カテゴリー 事業所名 所在地 連絡先

１

在宅訪問リハビリ・

マッサージ

在宅訪問リハビリ・マッサージ

えん
古河市駒羽根1353-9 090—8102-7776

地域医療の一担当者（介護保険以外の社会資源）として、医療・介護関係者と連携を取りながら利用

者の自立・介護負担の軽減ためにお役に立ちたいと願っています。

市内で独自のサービスを提供している事業所
市内で独自のサービスを提供している事業所の
情報提供の場です。事業内容・料金等の詳細に
つきましては連絡先にお問い合わせください。
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