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古河市社会福祉協議会
マスコットキャラクター

「ももちゃん」



会長就任あいさつ
　市民の皆様には、日頃より古河市社会福祉協議会の業務運
営につきまして、格別なるご支援ご協力を賜り厚く御礼申し
上げます。
　この度、任期満了に伴う役員改選により、６月28日に開
催されました古河市社会福祉協議会の理事会において会長に

選任され、引き続き会長職を担わせて頂くこととなりましたのでどうぞよろしくお願
いいたします。
　近年、高齢化の進展や人口減少とともに、地域のつながりそのものを求めない世代
が増えるなか、制度の狭間や深刻な生活課題を抱え生活に困窮し、援助を必要とする
人が増加しています。
　社会福祉協議会では、さまざまな生活課題へ対応するため、住民主体の理念に基づ
き地域における住民組織をはじめ、民生委員・児童委員、ボランティアの皆様の協力
を得るとともに、社会福祉施設や法人との連携・協働を図りながら住民が身近な地域
で主体的に地域課題を把握して解決を試みる体制づくりを支援することで、地域共生
社会の実現に向けた体制づくりの中心的な役割を果たしていかなければなりません。
　古河市社会福祉協議会は、役職員が一丸となって「誰もが安心して暮らすことので
きる福祉のまちづくり」の推進を目指し、古河市との協働を図りながら住民主体によ
る福祉活動の組織化と活動拠点の整備、地域のつながりの構築のため日々努力して参
ります。これからも引き続き皆様のご支援ご協力を賜りますようよろしくお願いいた
します。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　社会福祉法人
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　古河市社会福祉協議会
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　会　長　　鈴木　　曻

役 員 任期：令和元年６月28日～令和３年４月以降に開催される最初の定時評議員会の終結時まで
役職名 氏　　名 選　出　区　分

1 会 　 長 鈴　木　　　曻 学識経験者

2 副 会 長 岩　崎　登　一 学識経験者

3 副 会 長 菅　井　鉄　男 学識経験者

4 常務理事 高　橋　　　操 学識経験者

5 理 　 事 那　須　和　弥 老人クラブ連合会

6 理 　 事 倉　持　重　男 ボランティア協会

7 理 　 事 佐　藤　　　泉 市議会

8 理 　 事 熊　木　津佐雄 行政自治会

役職名 氏　　名 選　出　区　分

9 理 　 事 小　林　正　典 福祉施設

10 理 　 事 齋　藤　桂　子 民生委員・児童委員協議会

11 理 　 事 田　中　重　信 民生委員・児童委員協議会

12 理 　 事 赤　坂　昇　一 身体障害者（児）福祉団体連合会

13 理 　 事 福　島　正　浩 健康福祉部長

1 監 　 事 赤　岩　　　茂 公認会計士、税理士

2 監 　 事 鈴　木　　　博 学識経験者

（敬称略）
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会費収入
15,135,160 

寄附金収入
2,387,730 

経常経費
補助金収入
87,883,593 

受託金収入
168,049,700 

貸付事業収入
93,000 事業収入

11,613,240 

介護保険
事業収入
121,686,950 

障害福祉
サービス等事業収入
23,335,016 

地域生活
支援事業収入
217,638 

私的契約
利用料収入
102,045 

受取利息
配当金収入
8,320 

その他の収入
2,266,039 

その他の
活動による収入
4,458,020 

前期末支払
資金残高
173,884,899

法人運営
105,004,511 

共同募金配分金事業
30,258,560 

心配ごと相談所事業
133,752 
小口貸付事業230,296 
ボランティアセンター
運営事業　1,083,972 
在宅福祉サービス
センター運営事業
1,942,875 

陶芸教室事業2,147,004 
生活福祉資金貸付事業
68,141 
成年後見事業6,856,022 
日常生活自立支援事業
7,406,827 
生活困窮者自立支援事業
24,188,578 

生活支援体制整備事業
9,528,454 
ふれあいの湯
運営事業8,857,931 

デイステイ事業
9,436,646 居宅介護支援事業　50,333,136 

訪問介護事業　33,330,832 

指定居宅介護事業
14,492,703 

地域包括支援
センター事業
（古河・三和）
101,311,018 

老人福祉センター
管理運営事業
36,859,393 

自動車
運送事業
292,800 

老人福祉センター
売店事業
2,202,722 

当期末支払
資金残高
165,155,177

平成30年度  古河市社会福祉協議会  決算報告
〈収入〉 611,121,350円 〈支出〉 611,121,350円 （単位：円）

平成30年度  古河市社会福祉協議会  事業報告
法人運営
・理事会・評議員会・監事会・各
委員会の開催
・役員（理事・監事）研修
・社協会費等の財源確保
・社協だよりの発行
・ホームページの公開
・社協ももちゃん活動
・Koga障がい者フォーラム2018
の開催
・第68回茨城県社会福祉大会の参
加
・相談援助実習生受入

ボランティア市民活動の推進
・ボランティアセンター運営事業
・児童・生徒ボランティア活動協
力校の指定及び連携
・学生ボランティアサークル「ふ
うせん」の育成援助
・ふくしチャレンジスクールの開
催
・古河ふれあい広場2018の開催
・第39回手づくりまつりの開催
・各種ボランティア講座の開催
・活動拠点の整備

援助事業
・ひとり暮らし高齢者給食サービ
ス（会食型）の実施
・ふれあいいきいきサロン事業
・在宅福祉サービスセンター運営
事業（通称「ももちゃんお助け
隊」）
・陶芸教室事業
・法人後見受任事業
・行旅人に対する援助
・緊急生活支援対策事業
・風水震火災に対する援助
・各種団体に対する援助
・福祉用具等の貸出
・各種団体に対する援助
・歳末たすけあい配分事業

共同募金への協力
・赤い羽根募金
・歳末たすけあい募金
・災害たすけあい義援金（熊本地
震・大阪府北部地震・米原市竜
巻災害・７月豪雨災害・北海道
胆振東部地震）

受託事業
・日常生活自立支援事業
・成年後見制度推進事業
・地域包括支援センター事業
　（古河地区・三和地区）
・生活支援体制整備事業
・デイステイ事業
・生活困窮者自立支援事業
・ふれあいの湯運営事業

介護保険事業
・居宅介護支援事業
・訪問介護事業
・移送サービス事業

福祉人材育成事業
・地域サポーター養成講座
・古河市認定ヘルパー養成研修

貸付事業
・生活福祉資金貸付
・生活一時資金貸付

障害者総合支援事業
・指定居宅介護事業
・障害者移動支援事業

指定管理事業
・総和老人福祉センター
　「せせらぎの里」管理運営事業

相談活動
・心配ごと相談
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目　　的　　�　成年後見制度の理解を広めるとともに、誰もが住み慣れた地域で安心して暮らしていける
ように、一般市民を対象に新たな権利擁護の担い手として、市民後見人の養成を目的とします。

期　　日　　令和元年11月12日（火）～ 令和２年２月７日（金）　全９日間
　　　　　　（内容及び日程の詳細については、ホームページからご確認ください。）
会　　場　　古河福祉の森会館　ボランティア市民活動センター
定　　員　　20名
応募資格　　以下の要件を満たしている方
　　　　　　（１）古河市に在住・在勤の方
　　　　　　（２）市民後見活動に興味と理解のある方
受 講 料　　無料（実習時の昼食は自己負担となります。）
応募方法　　＜提出していただくもの＞
　　　　　　●受講申込書（窓口交付又は、ホームページよりダウンロード）
　　　　　　　※顔写真３cm×４cmを忘れずに添付してください（スナップ写真可）
　　　　　　提　　出：郵送、または持参により、「古河市社会福祉協議会窓口」に提出。
　　　　　　　　　　　持参の場合は、午前９時から午後５時（土日祝日を除く）の間にお願いします。
　　　　　　受付期間：令和元年10月７日（月）～11月１日（金）必着
　　　　　　　　　　　※ただし、定員を超えた時点で受付終了となります。

下記日程の講座は公開講座とします。
①11月15日（金）午後２時40分～午後４時10分（高齢者・認知症の理解）
②11月19日（火）午前９時～正午（民法の基礎・刑法等）
③11月22日（金）午後１時～午後４時40分（介護保険制度・諸制度）

受付期間：令和元年10月７日（月）～
　　　　　　　　　11月１日（金）
定　　員：15名

※公開講座のみ受講希望の方は、電話でお申し込み下さい。
　お名前と連絡先、希望科目をお伝えください。
※定員を超えた時点で受付終了となります。

問 合 せ　　〒306-0044　古河市新久田271－１
　　　　　　古河市社会福祉協議会　地域福祉課　担当　廣野・濵野
　　　　　　TEL　48－0994　　FAX　48－0119

成年後見サポートセンターこが
市民後見人養成講座受講生募集

市民後見人公開講座のお知らせ
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主　　催：古河市・古河市社会福祉協議会・Koga障がい者フォーラム2019実行委員会
後　　援：古河市教育委員会
問 合 せ：Koga障がい者フォーラム2019運営事務局（障がい福祉課内）
　　　　　TEL　92－4919　FAX　92－5544

Koga障がい者フォーラム2019
～共に生きるまちをめざして～

日　時

令和元年 12 月 15 日（日）
　　午後１時30分 ～ 午後４時30分
場　所

古河市三和地域交流センター（コスモスプラザ）
古河市仁連2065

テーマ：発達障がいをポジティブに生きる

講　師：笹
ささ

 森
もり

   理
り

 絵
え

（精神保健福祉士）

1970年神戸市生まれ。
32歳の時に発達障がいの診断を受け、３人の息子もそれぞれに発達障がいをもっている。
当事者・保護者・支援者の視点から、発達障がいの特性や理解や対応をわかりやすく解説。
NHK教育番組『ハートをつなごう』に出演するなど、テレビにも多数出演。
現在は社会福祉士・精神保健福祉士・睡眠健康指導士等様々な資格や経験を活かし、講師・
執筆・ピアカウンセラーとして精力的に活動中。

＊その他演目（スペシャルステージ）の予定あり

記念講演

入場
無料
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陶芸教室受講生募集

第６回古河市認定ヘルパー養成講座受講生募集！
市が実施する総合事業の家事応援訪問サービスの担い手を養成する研修です

　高齢者及び障がい者の社会参加を促すこ
とを目的に、生きがいづくり、引きこもり
防止、認知症の予防及びリハビリのための
創作活動を行う陶芸教室事業を実施します。

目　　的

　市内に居住する65歳以上の方、または、
自力で通うことのできる軽度の障がい者の
方。

対 象 者

◆問合せ・申込先：古河市社会福祉協議会　地域福祉課　TEL 48－0808（担当　鈴木・染谷）

◆問合せ・申込先：古河市社会福祉協議会　地域福祉課　TEL 48－0808（担当　竹村・千野）

作
品
を
一
緒
に

 

作
り
ま
せ
ん
か
！

《期 間》週１回　月～金の希望日
　　　　午前９時～12時30分

《場 所》古河福祉の森会館別棟陶芸室
《費 用》月額3,000円

受講生
随時募集

しています ! !

《 内　容 》 認定ヘルパーとしての心得や倫理、高齢者の 
心と体に関する理解を学びます。

《 日　時 》 11月20日（水）・21日（木） 
午前９時30分～午後３時15分

《 会　場 》古河福祉の森会館 ２F　研修室４・５
《 費　用 》無料
《 対　象 》市内在住で就労意欲のある方
《 定　員 》30名（定員を超えた場合は抽選となります）
《 申込方法及び、期間 》
　　　　　 10月１日（火）～11月８日（金）土日祝日を除く
　　　　　 古河市社会福祉協議会各窓口または、電話にてお申込みください。
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（５・６年生対象）

（３・４年生対象）

（やっチャオ！　

行っチャオ！）

♪やっチャオ！2019

♪行っチャオ！2019

８月５日（月）
茨城県立さしま少年自然の家

８月２２日（木）
栃木県防災館、東日本盲導犬協会

ブラインドサッカーやっチャオ！

強風体験！風速30メートル！

キャンプファイヤーやっチャオ！

ゲリラ豪雨体験！

みんなでカレーを作っチャオ！!

アイマスクをして盲導犬体験歩行

点字体験、野外炊飯、ブラインドサッカー体験、
キャンプファイヤーと盛りだくさんの一日でした。

強風体験、豪雨体験、盲導犬体験歩行をしました。

ふくしチャレンジスクール
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　この事業は、共同募金の一環として行われる歳末たすけあい募金運動に市民の皆様や企業の皆様よりおよ
せいただいた募金を、市内の援護を必要とする世帯に対して配分（令和元年12月予定）する事業です。
　希望される方は、申請書に所定の事項を記入し必要書類を添付の上、申請してください。
　《配分対象となる世帯》　次の（１）（２）（３）のすべてを満たしている世帯
（１）令和元年10月１日現在で、古河市内に６ヶ月以上居住していること。
（２）世帯員全員（同居者含む）が市民税非課税であること。
（３）次のア～キの世帯条件のいずれかに該当する世帯

※重複する場合は、いずれか１つの配分となります。　　※生活保護世帯は対象外となります。
※�対象となる者が高齢者施設又は障害者施設入所、もしくは長期入院中（６ヶ月以上）の世帯は対象外とな
ります。

　申請しなければ配分されませんのでご注意ください。
《申請に必要な提出書類》　上記世帯条件の右側に記載してある番号の書類をご用意ください。

《申込み受付期間》
　・申請期間：令和元年10月１日（火）から10月31日（木）まで（期日厳守）
　・受付時間：平日の午前９時から午後５時まで

《提出および問合せ先》
　古河市社会福祉協議会　地域福祉課　TEL 48－0808
　・地域福祉課　新久田271－１　古河福祉の森会館
　・総和窓口　　駒羽根1501　　�総和福祉センター「健康の駅」
　・三和窓口　　仁連2228－７　�三和地域福祉センター

令和元年度　歳末たすけあい募金

要援護世帯援護金の配分申請案内

ア．満70歳以上のひとり暮らし世帯
イ．満70歳以上の高齢者のみの世帯
ウ．満70歳以上の高齢者が中学３年生以下の子どもを養育している世帯
★満70歳とは昭和24年10月１日以前に生まれた方です

提出書類　①②③

エ．要介護３以上の認定を受けている方のいる世帯 提出書類　①②③④

オ．準要保護の認定を受けている世帯 提出書類　①②③⑤

キ．障がい者のいる世帯
　　・身体障害者手帳１級・２級
　　・療育手帳Ⓐ・Ａ
　　・精神保健福祉手帳１級・２級
　　・障害者年金１級・２級 提出書類　①②③⑥

提出書類　①②③⑦
⑦申請時は不要です。後日、
令和元年11月発行のもの
を提出してください。提出
日については決定通知書に
てお知らせします。

カ．�中学３年生以下の子どもを養育しているひとり親（母子・父子）世
帯であり児童扶養手当を受給している世帯

①歳末たすけあい事業配分金受給申請書
②非課税証明書（18歳以上の世帯員全員（同居者含む）、子どもが学生の場合は学生証の写し可）※１
③世帯員全員記載の続柄入り住民票謄本※１　　④介護保険被保険者証の写し
⑤就学援助認定通知書の写し　　　　⑥手帳または年金証書の写し　　⑦児童扶養手当証書
⑧振込み希望者は通帳の写し（支店名・口座番号・口座名義記載部分）
※１��②③の申請を本人が行う場合は、身分証明書（顔写真あり）が必要です。また、代理人の方が行

う場合には、代理人の身分証明書と委任状が必要になります。

世帯員全員とは、実際の
生活実態によるものとし
世帯分離をしている同居
者を含みます。
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令和元年度　歳末たすけあい募金
歳末地域たすけあい事業配分申請案内
　この事業は、共同募金の一環として行われる歳末たすけあい募金運動に市民の皆様や企業の
皆様より、およせいただいた募金を市内に活動拠点のある団体・施設に対して配分（令和元年
12月予定）する事業です。

●対象団体・施設等  
　１．市内に活動拠点のある高齢者・障がい者施設
　２．市内に活動拠点のあるNPO団体
　３．市内に活動拠点のある社会福祉法人、学校法人
　　※古河市社会福祉協議会より他の助成を受けている団体・施設は対象外となります。

●対象事業  
　�　11月から翌年２月までに実施される営利を目的としない事業であり、次の１～４のいずれ
かに該当する事業
　　１．住民参加によるふれあい交流事業
　　２．社会参加を促進する事業
　　３．子育て支援、児童青少年に関する事業
　　４．その他、地域の福祉課題・生活課題の解決に向けた取り組み

●配分金額  
　上限額　30,000円
　　※１団体（施設）１回限り

●申込み受付期間  
　・申請期間：令和元年10月１日（火）から10月31日（木）まで（期日厳守）
　・受付時間：平日の午前９時から午後５時

●提出および問合せ先  
　古河市社会福祉協議会　地域福祉課　TEL 48－0808
　古河市新久田271－１　古河福祉の森会館

●その他  
　配分の可否は、配分委員会において審査し決定いたします。
　審査結果については、11月下旬に郵送にてお知らせいたします。
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まちの福祉活動を支援する

赤い羽根共同募金
にご協力お願い致します

運動期間  10月１日（火）から12月31日（火）まで

災 害 義 援 金 報 告

今年も10月１日から共同募
金運動が全国一斉に始まりま
した。

　みなさまからお寄せいただいた募金
は、主に地域の福祉施設や福祉団体など
をとおして、私たちの住んでいる地域の
福祉活動に役立てられます。また、大規
模災害時には、共同募金の一部が被災地
での支援活動に活かされています。

赤い羽根の募金活動は、まちの人のやさしい気
持ちを集める活動です。
あなたのやさしさが、あなたの声かけが、あな
たの行動が、きっと、まちを変えていくはじめ
の一歩となるはずです。
もっと、もっと、良いまちになりますように。

ひとり、 ひとりのやさしさが、
あなたの住む町を、 もっと、
やさしくしてくれます。

・鶴峯八幡宮� （敬称略）

平成28年
熊本地震義援金

(Ｈ28.4.15～Ｒ2.3.31まで)

・鶴峯八幡宮� （敬称略）

平成30年7月
豪雨災害義援金

(Ｈ30.7.10～Ｒ2.6.30まで)

・おもちゃ病院事務局�
　　　　利用者様一同
・匿名� （敬称略）

平成30年 北海道
胆振東部地震災害義援金

(Ｈ30.9.12～Ｒ1.9.30まで)

　皆様からお寄せいただいた各義援金は、
茨城県共同募金会及び、中央共同募金会を
通して被災地の各共同募金会へ送金させて
いただきました。ご協力ありがとうござい
ました。
 令和元年８月31日現在
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（敬称略・順不同）

㈲長塚建築設計事務所�様 HARIO㈱�様

令和元年チャリティー生バンド歌謡発表祭�
（同）ジェイアートコーポレーション�様

五家　英子�様

古河市はつらつ百人委員会�様

八代歌謡教室�様

MD音楽事務所（大輝とまゆみ）様

茨城裕次郎会�様

氏名・団体名 金　額
令和元年チャリティー生バンド歌謡発表祭（同）ジェイアー
トコーポレーション ¥20,211
第54回オリオン商店街青空フリーマーケット実行委員会 ¥10,600
デイリーヤマザキ総和東店（募金箱） ¥2,869
猿島土建一般労働組合　古河分会 ¥13,600
猿島土建一般労働組合　三和分会 ¥4,650
猿島土建一般労働組合　総和分会 ¥4,600
MD音楽事務所（大輝とまゆみ） ¥41,339
スーパーフレッシュ古河鴻巣店 ¥12,159
社会福祉法人愛和会　希望の森 ¥5,695
総和ライオンズクラブ女性部 ¥2,450
古河市はつらつ百人委員会 ¥5,000
㈲セキグチ書店（募金箱） ¥11,146
㈱ラクラク従業員一同 ¥75,000
友情友の会古河しのぶ ¥18,402
㈲長塚建築設計事務所 ¥300,000
中央公民館（募金箱） ¥1,374
総和山野草の会 ¥1,900
茨城裕次郎会 ¥60,893
ツルタ商事㈱ ¥30,000
古河吹奏楽団 ¥22,351

八代歌謡教室 ¥31,463
鶴峰八幡宮 ¥45,000
㈱ラクラク ¥30,000
うた仲間 ¥15,063
虫屋西口 ¥1,000

○寄付金

氏名・団体名 物　品
茨城県退職公務員連盟　古河支部　古河分会 タオル、雑巾など330枚
HARIO㈱ 車椅子１台
為我井　照夫 簡易型車椅子１台
五家　英子 車椅子１台
匿名（６名） 米15㎏、洗濯洗剤（小）８個、タオル142枚、

ブランケット７枚、車椅子１台

○寄  贈

自分のまちの応援団
寄付をいただいた皆さんをご紹介いたします。5.1～8.31まで

○収集ボランティア
（使用済切手・使用済プリペイドカード・書き損じハガキなど）

㈱イチネンケミカルズ関東工場
総和ライオンズクラブ女性部
㈱積水化成品関東　水の会
㈱ジョイフル本田　古河店
㈱折橋製作所諸川工場

氏名・団体名

八下田　徳江
阿久津　邦夫
中田　美佐子
満井　ヒサ子
森田　昭二
前田　順一
御鍵　晴子
匿名

古河さわやかステップ
ローソン三和諸川店
日本バイリーン㈱
㈲海老沼加工
㈲栗田製作所
イーエス商会
㈱シンデン
きらくの会
㈲新工業
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社協だよりは、皆さまからご協力いただいた共同募金の配分金により発行しています。

古河市社協の新しい情報は、ホームページの新着情報をご覧下さい。
URL　http://www.koga-syakyo.com/ もしくは、 古河市社協

検索

福祉の妖精『ももちゃん』が
社協の事業や、日々の出来事に
ついてつぶやき中。

　７月２日・３日の２日間にわたり、日本おもちゃ病院
協会より赤塚先生をお迎えして養成講座を開催しまし
た。福祉の講座としては異例の男性のみ９名の受講生で
真剣に受講されました。
　古河おもちゃ病院は毎月第２木曜日（福祉の森会館）
第３土曜日（健康の駅）で開院されています。

地域サポーター養成講座
（おもちゃドクター）

古河社協ももちゃんブログ 検索　

ひとり暮らし高齢者給食サービス
ボランティア　みどり会

　５月以降、全国各地で社会福祉協議
会職員を名乗る電話が相次ぎ、茨城県
内でも多数情報が寄せられています。
　電話の内容としては、「社協らしき
名称を名乗り、家族のことを聞かれ
た」など個人情報に関する質問がほと

社協を名のる詐欺に注意！

んどでした。
　このような不審な電話がありましたら注意していただ
くとともに、社会福祉協議会までご連絡ください。
古河市社会福祉協議会　地域福祉課　TEL�48－0808

日�時　10月27日（日）
　　　�午前10時～午後２時
　　　�雨天決行
場�所　古河市福祉の森会館内
　　　�及び周辺（芝生広場等）
内�容　福祉体験・物作り体験
　　　�模擬店・音楽・おはやし等

ふくしのお祭り
『第40回手づくりまつり』開催

楽しい企画が盛り
だくさん！
お気軽にお越しく
ださい。

　７月10日（水）11日（木）古河福祉の森会館で古河
市認定ヘルパー養成研修会を実施しました。古河市認定
ヘルパーは古河市における介護予防・日常生活支援総合
事業の家事応援訪問サービスの知識及び技術を習得する

第５回古河市認定
ヘルパー養成研修実施報告

ための研修で、その担
い手として必要な資格
の取得を目的とした研
修です。第５回の研修
会では13名の方が受
講され認定証の交付を
受けました。

　９月１日アプリKOGA自治会集会室功労感謝のつど
いにお邪魔しました。
　当日は頭の体操をしたり、アコーディオン演奏に合わ
せてみんなで歌を唄ったりと約30名の参加者とふれあ

ももちゃん通信

い、令和元年という
ことで、「令和」の
額をもって一緒に記
念撮影を行いまし
た。皆さんお元気に
楽しく参加されてい
ました。

　給食ボランティア
「みどり会」は毎月第１
水曜日にみどりヶ丘ふ
れあいの家で活動して
います。活動時間は午
前９時30分から12時
30分で行っています。
　みどり会ではボラン
ティア会員が献立を考
えていますが、利用者
の方々の意見も積極的
に取り入れています。
　手づくりの温かい食
事を利用者、ボラン
ティアが和気あいあい
とした雰囲気の中で食
べるのはいつもと一味
違います！
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