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ジョイフル本田古河店にて街頭募金



　『令和元年度全国社会福祉大会』及び『第69回茨城県社会福祉大会（台風19号
被害の影響により中止）』において、古河市で多年にわたり社会福祉の推進に功績
のあった下記の方々が表彰されましたので報告いたします。（順不同）

受賞おめでとうございます!!

＜厚生労働大臣表彰＞� ○社会福祉功労者　綿引　正衛　様
� 中村　　仁　様

＜県知事表彰＞
○社会福祉施設職員
　三浦奈津美　様
　熊倉　優子　様
　斉藤　泰江　様
　山内　昭江　様
　新井　　法　様

＜県共同募金会会長表彰＞
○共同募金運動奉仕者
　五月女光男　様
　鈴木　則之　様

＜県社会福祉協議会会長表彰＞
○民生委員児童委員
　鶴見みさ子　様
　萩原たみ江　様
　安江美代子　様
　長濵眞由美　様
　八代晃太郎　様
　廣澤まさ子　様
　海老沼敏之　様
　信田　陽子　様
　吉岡　年江　様
　小川　芳江　様
　齋藤　桂子　様

「令和元年度全国社会福祉大会」

「第69回茨城県社会福祉大会」

　田中　重信　様
　青木　光一　様
　関口　昭明　様
　宮本　京子　様
　相葉　光輝　様
　小島　悦子　様
　羽兼　悦子　様
　齋藤　紀子　様
　齋藤　京子　様
　櫻井　幸子　様
　磯　　町子　様

○社会福祉施設職員
　篠﨑　裕子　様
　池澤　佳子　様
　菊澤　紀子　様
　椎名　恵子　様

○社会援護功労者
　インターハイ記念花いっぱい運動　様
　傾聴ボランティア総和さくら会　様
　ドッグセラピーPowalo　様

○社会福祉施設役員
　宮本　正人　様
　野口　正行　様
　

○民生委員児童委員
　鈴木まさ子　様
　齋藤きよ子　様
　仲山いつ子　様
　八百城典子　様
　小森谷節子　様
　和井田桂子　様
　沼田　洋子　様
　宮内　則雄　様
　新谷　和世　様

　安岡　明美　様
　小林　由夫　様
　古池　貞雄　様
　山田　淑子　様
　長濱　則光　様
　中川　秀夫　様
　白戸　春男　様
　鎌田　通子　様
　永島　春美　様
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☆デイステイってな～に？
　�障がい児・者の方をお預かりするサー
ビスです。
　�（ただし医療行為の必要な方はご利用
できません）

☆どんな時に利用できるの？
　�ご家族の緊急的な出来事、介護負担の
軽減や休息が必要な時に利用できます。

障がいのある方の緊急・一時あずかり

古河市デイステイ事業は古河市の委託を受け、実施しています。

古河市デイステイ事業のご案内

◆問合せ　在宅支援課　☎47-0150

利用方法

利 用 料

休 館 日

利用時間 午前９時～午後６時

12月29日～１月３日�
施設の点検及び清掃実施日等

１時間　500円
（１日につき上限2,500円）

①�古河市役所障がい福祉課に申請し、利用許可がおりてか
ら利用することができます。

②ご希望の日時をご連絡いただき、利用開始となります。
� ＊随時、見学・体験ができます。
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社会福祉法人　古河市社会福祉協議会

成年後見サポートセンターこが
成年後見制度は、判断能力が不十分な方を支援する制度です。

【相談窓口】月曜日～金曜日（祝日及び年末年始は除く）
　　　　　 午前８時30分～午後５時まで
　　　　　 ※窓口での相談は、事前に連絡をお願いいたします。

例えば、 こんな時のための制度です。

●悪徳商法の被害にあう心配が…●
　知的障がいのあるＢさんは、地域の施
設に通所しながら、ひとりで生活してい
ます。ある日、高額な英会話の教材の購
入を強引にすすめられ、断りきれずに契
約してしまうところでした。たまたま、
民生委員さんの訪問があり、契約せずに
済みましたが、今後も同じような悪徳商
法の被害にあうかもしれないと心配です。

●預貯金を勝手に使われる心配が…●
　Ａさんは、最近認知症の症状が現れは
じめました。親族のひとりが面倒をみる
といって、判断能力が不十分なＡさんの
弱みにつけこみ、預貯金を勝手に使い込
もうとしていま
す。しかし、Ａ
さんは、理解で
きません。

●相続の手続きができない…●
　精神障がいのあるＣさん
は、夫とふたりで生活して
いましたが、夫が急死し相
続の手続きが必要になりま
した。Ｃさんひとりでは手
続きができません。誰かの
援助が必要ですが、身寄り
がいません。

●身寄りがなく将来が心配…●
　Ｄさんは、妻の死後ひとりで生活して
きました。子供はなく親族
との付き合いもありません。
　将来、自分が認知症にな
り、預貯金の管理ができな
くなったとき、どうしたら
よいのか不安に思っていま
す。

問合せ 　電話 48-0994　FAX 48-0119
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　社協では基本目標の１つである「助け合い・支え合いの仕組みづくり」の一環として職員が地域に
入って皆様とともに地域づくりをすすめています。
　現在、国もその重要性からその取り組みを推進しており、生活支援体制整備事業・地域力強化推進
事業といった関連事業を古河市から社協が受託をして市と社協が共同で地域づくりを進めています。
　地域には助けを必要としている人がいる一方、手助けをしてくれる『地域の宝』もあります。
　『地域力』『ご近所力』といった地域の資源を地域の皆様から教えていただきながら「助け合い・支
えあいの仕組みづくり」の実現を目指しています。

上記の他にも社協では様々な地域福祉事業を実施しています。社協HPやブログをご覧ください。

古河市社協が取り組んでいる地域づくり

ほっこり六区

SUN９サロン

おたがいさま

生活支援体制整備事業
地域の課題・解決方法などの
話し合いの場を作っています

ボランティ
ア意識をもって、様々な 多様化す

る福祉ニーズに対して福祉を


ふれあいいきいきサロンの推進地域の居場所・仲間づくりを

推進しています

生活支援を実施しています 学ぶ講座を開催しています

ももちゃんお助け隊
地域サポーター養成講座
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　皆様からお寄せいただいた義援
金は、茨城県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２年１月31日現在

飲料水、乾パンやクラッカー、レトルト食品や缶切り、鍋や水筒
救急医薬品、常備薬、マスク、ビニール袋
現金（小銭）、預金通帳、印鑑、健康保険証、身分証明書
下着、タオル、雨具、寝袋、着替え用衣類、ヘルメットや防災ずきん　等々

上記以外にも災害時に備えた備蓄品を用意しておくと、より安心できます！！

・・・・義・援・金・報・告・・・・

災害に対するご家庭での備え

積水ハウス㈱関東工場自動車クラブ　様

非常持ち出し品の例

　�　11月１日以降、特別大口会員としてご協力いただいた方をご報告いたし
ます。� （順不同・敬称略）
　・㈱弓削洋品店　・㈱コヤマ　・龍蔵院　・社労士FPオフィス川田

お詫び・訂正�…………………………………………………………………………………………………………………………
　社協だより第44号３ページ『特別大口会員の皆様』において、社名に誤りがありました。正しくは以下の通りです。
　　【誤】斉藤運送倉庫㈲　　【正】斉藤運輸倉庫㈲
　訂正させていただくとともに、お詫びいたします。

佐賀県豪雨災害義援金
古河市社協三和窓口募金箱
栗田　ミサ子

平成30年北海道胆振東部地震災害義援金
匿名　１件

台風第15号千葉県災害義援金
古河市ボランティア協会
栗田　ミサ子

特別大口会費
追加報告

（敬称略・順不同）
令和元年台風第19号災害義援金
「あの日のオルガン」上映実行委員会
積水ハウス㈱関東工場自動車クラブ
第40回手づくりまつり実行委員会
釈迦新田町内会十九夜様
歌声喫茶（昭和の会）
駒羽根住宅団地行政区
諸川大日前行政区
諸川めぐみ幼稚園
オリオン商店街
三杉町自治会

下大野行政区
上辺見小学校
鶴峯八幡宮
緑町自治会
栗田　ミサ子
仲山　初男
宇都木　弘
原　作次
匿名　１件
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　歳末たすけあい事業は、市民の皆様や企業の方々からお寄せいただいた歳末
たすけあい募金を市内の要援護世帯に援護金としてお渡しするものです。要援
護世帯へお渡しする援護金の金額は、共同募金配分委員会において協議され、
今年度は１世帯あたり11,000円の援護金をお届けすることが出来ました。あ
りがとうございました。

歳末たすけあい事業

満70歳以上のひとり暮らし世帯 ４７７世帯
満70歳以上の高齢者のみの世帯 １１６世帯
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 　　１世帯
要介護３以上の認定を受けている方のいる世帯 　　７世帯
準要保護世帯の認定を受けている世帯 　１４世帯
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 　３５世帯

障がい者のいる世帯
　　１．身体障害者手帳１・２級　　　２．療育手帳Ⓐ・Ａ
　　３．精神保健福祉手帳１・２級　　４．障害者年金１・２級

　７１世帯

合　　　　　計 ７２１世帯

　ヤマザキ製パン従業員組合古河支部様
よりクリスマスケーキ（６号）45個の
寄贈があり、歳末たすけあい要援護世帯
のうち「ひとり親世帯」「準要保護世
帯」「満70歳以上の高齢者が中学３年生
以下の児童を養育している世帯」の中で
希望する世帯にお渡しいたしました。
　大きなケーキに子どもたち
も大変喜んでいました。

まちのサンタさん
歳末たすけあい募金「街頭募金」報告

　日本ボーイスカウト茨城県連盟第３地区古河
第１団、ガールスカウト茨城県連盟第34団の
皆様により街頭募金が実施され、たくさんの歳
末たすけあい募金をお預かりしました。
　当日は寒さが身にしみる天気でしたが、子供
たちの声が元気よく響いていました。
　また、街
頭募金実施
にあたり、
ジョイフル
本田古河店
様、カスミ
古河店様、
カスミ古河
丘里店様に
は店頭をご
提供いただ
き心より御
礼申し上げ
ます。

社協だより　2020.3.1 2020.3.1　社協だより 7



認定こども園しらぎくこどもの城幼稚園
医療法人社団尽徳会県西在宅クリニック
いたばし糖尿病内科・皮フ科クリニック
Ｓ・Ｔｅｃフーズ㈱古河ファクトリー
医療法人社団隆周会安藤整形外科
社会福祉法人共生社あじさい学園
認定こども園古河白梅幼稚園
認定こども園ゆりかご幼稚園
特別養護老人ホーム希望の森
医療法人徳洲会古河総合病院
フルトンプロダクツ工業㈱
特別養護老人ホーム愛和苑
特別養護老人ホーム白英荘
茨城トヨタ自動車㈱古河店
東京カラーグラビヤ工業㈱
特別養護老人ホーム秋明館
㈲山室自動車民間車検工場
認定こども園三田幼稚園
茨城むつみ農業協同組合
三和コンクリート工業㈱
㈱イチネンケミカルズ
ヤマザキビスケット㈱
㈾赤岩自動車整備工場
ウェルケアシステム㈱
内田博史税理士事務所
熊木利彰税理士事務所
倉本仁司税理士事務所
古河ケーブルテレビ㈱
㈱古河第一自動車学校
積水ハウス㈱関東工場
㈲前島自動車修理工場
㈲森ファームサービス
ＫＤＤＩ㈱八俣送信所
老人保健施設平成園
石誠自動車整備工場
㈲ウツギ保険事務所
㈱常陽銀行三和支店
世界心道教古河教会
荒井電気管理事務所
荒川自動車整備工場
古河環境サービス㈱
古河ビルサービス㈱
須永ビルサービス㈱
セキショウホンダ㈱
センコー㈱茨城支店

総和ジャンボゴルフ
ダイセー倉庫運輸㈱
高橋税務会計事務所
匠きもの短期大学校
冨士ブレーキ工業㈱
㈲ヤマザキ保険企画
㈱きもと茨城工場
㈱ソイルテクニカ
㈱白川電機製作所
㈲初見自動車販売
㈲保永金属精錬所
日本バイリーン㈱
アルメタックス㈱
㈱イシカワ功電社
㈱イワセ運輸機工
㈱幸手スプリング
㈱三和機械製作所
㈱三和トヨペット
すずらん化粧品店
スミスキャリア㈱
青嵐荘蕗のとう舎
メグロ化学工業㈱
㈱ライフサポート
ワークマン総和店
㈱アラカワミート
㈱日幸電機製作所
東豊梱包運輸㈲
㈱野本電設工業
㈱イーエス商会
荏原電機工業㈱
小川建設工業㈱
協和ショット㈱
古河浅井保育園
三和運輸倉庫㈱
㈱高橋芝園土木
東京特殊工業㈱
㈱初見運輸倉庫
東斉藤眼科医院
山中建設工業㈱
㈲青木電器商会
安喰モータース
㈱笠倉メテック
㈱川上造園土木
京三テックス㈱
埼玉運輸倉庫㈱

佐谷法律事務所
三恵自動車工業
㈱三和サクセス
三和石材工業㈱
㈲セキグチ書店
積水成型工業㈱
大和電気工事㈱
田部井秀和工場
㈱トーアテック
㈲並木建設工業
㈲並木保険企画
日本電化工機㈱
㈱坂東太郎本部
㈲マルゼン工業
㈱横河ブリッジ
ワタナベラジオ
大野モータース
長命寺（尾崎)
旭木材工業㈱
㈱伊藤鉄工所
㈲古河用達社
㈱小林製作所
㈱三和豆水庵
総和中央病院
㈲代田自動車
㈲中村材木店
ＨＡＲＩＯ㈱
ヤマト工業㈱
㈱吉田製作所
㈲天谷自動車
㈲猪瀬製作所
宇賀神電機㈱
大橋電業所㈱
小倉歯科医院
かどや菓子店
㈲栗田製作所
㈱幸島園種苗
㈱小松電工社
さくら交通㈲
猿島厚生病院
サンワ設計㈱
菅谷家畜医院
㈲関口種苗店
㈲靏見電工社
にし歯科医院

まくらがの郷
㈲吉葉工務店
和光ＩＮＤ㈱
三ヶ尻工業㈱
㈲ＫＩ防水
大建鋼業㈱
㈱相葉商会
㈲石川商事
小沢道路㈱
金澤工業㈱
川崎鍛工㈱
古河青果㈱
古河保育園
㈲三協機材
清恵保育園
関口家具店
中央工業㈱
當り矢本店
油鉄印刷㈱
安全保障㈱
㈱アンバン
㈱石原木材
㈱イチデン
茨城屋商店
㈲卯木薬局
㈲落合商店
開発産業㈱
㈱影山倉庫
関東建運㈱
㈲木村輪業
㈱ギンビス
江東電気㈱
㈱古河ガス
古河陸運㈱
斉藤工事㈱
㈲桜井運輸
㈲桜井石油
サン商事㈱
㈲三和園芸
三和自動車
㈲松栄宅建
須藤製糸㈱
銭屋米穀㈱
武澤接骨院
千野商店㈲

赤い羽根共同募金  ２１，３61，０２８ 円

歳末たすけあい募金  ８，４９９，８０２ 円

みなさまのあたたかいまごころ、ありがとうございました。
��令和元年度共同募金報告

　内訳／戸別募金（自治会・行政区・町内会）� 17,718,641円
　　　　戸別募金以外� 3,642,387円

　内訳／戸別募金（自治会・行政区・町内会）� 8,218,451円
　　　　戸別募金以外� 281,351円

※法人や個人として、5,000円以上のご協力をいただきました。� （敬称略・順不同）
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　お寄せいただいた赤い羽根募金は、私たちの住む地域の福祉活動に役立てられる他、介護施設や保育園等
福祉施設への配分、災害被災地での支援活動にも活用されます。
　また、歳末たすけあい募金は、年末に市内の要援護世帯に援護金として配分させていただきました。

中和印刷㈱
長沢商事㈱
㈱ナガツカ
㈱白戸工機
初見肥料店
ハムリー㈱
針谷電池㈱
坂東工業㈱
平井工業㈱

前田電気㈱
㈲まくらが
㈲増田建設
㈱丸栄商店
㈲丸勝建設
㈱やまなか
吉田化工㈱
㈲吉田商事
㈱わたらせ

㈱アサイ
㈱旭興業
㈱あやめ
㈱エイワ
山中商店
㈲海老原
大山製畳
喜楽飯店
長島外科

光商工㈱
㈲ミナミ
㈱ミナミ
㈱トウペ
柊保育園
妙光寺
勝願寺
一向寺
永光寺

吉祥寺
久昌院
金蔵院
㈱笹山
浄善寺
神宮寺
宗願寺
徳星寺
福法寺

普舜院
㈱船橋
遍照寺
宝輪寺
㈱佼津
㈱青木
㈱丘里
㈱金林
鮭延寺

㈱下村
尊勝院
東光寺
東林寺
本願寺
万福寺
薬王寺
八下田�徳江
柿沼�正行

関�茂
匿名16件

ダインパネル製造チーム
　　　　

⎝
―
⎛・アルメタックス㈱　　　　　　　

⎝
―
⎛　　　　　・㈱アクアテック・㈱サンワーク

　　　　　・積水ハウス㈱ダインパネルグループ
日本ボーイスカウト茨城連盟第3地区  古河第１団
古河市民生委員児童委員第１地区協議会
古河市民生委員児童委員第２地区協議会
古河市民生委員児童委員第３地区協議会
古河市民生委員児童委員第４地区協議会
古河市民生委員児童委員第５地区協議会
しらゆり幼稚園保護者会・教職員一同
ガールスカウト茨城連盟第３４団
(社)古河市シルバー人材センター
猿島地区更生保護女性会古河支部　
古河市身体障害者(児)団体連合会
社会福祉法人亜紀会あさひ保育園
社会福祉法人百花会あゆみ保育園
認定こども園諸川めぐみ幼稚園
Ｃｌｕｂ　Ｌｏｖｅ＆Ｈｏｐｅ
古河市社会福祉協議会職員一同
総和ライオンズクラブ女性部
ハンディ―ネットヒューマン
認定こども園ゆりかご幼稚園
認定こども園古河文化幼稚園
認定こども園総和文化幼稚園
柊保育園・幼稚園保護者一同
茨城県立古河中等教育学校
認定こども園ひかり幼稚園
(一財)古河市地域振興公社
柊保育園・幼稚園職員一同

学校や幼稚園・保育園・団体などの皆様にご協力いただきました。

古河市ボランティア協会
認定こども園三田幼稚園
古河市立古河第一小学校
古河市立古河第二小学校
古河市立古河第三小学校
古河市立古河第四小学校
古河市立古河第五小学校
古河市立古河第六小学校
古河市立古河第七小学校
古河市立古河第一中学校
古河市立古河第二中学校
古河市立古河第三中学校
陸上自衛隊古河駐屯地
古河ライオンズクラブ　
古河ロータリークラブ　
古河市立大和田小学校
古河市立下大野小学校
古河市立下辺見小学校
古河市立駒羽根小学校
古河市立上大野小学校
古河市立上辺見小学校
古河市立西牛谷小学校
古河市立総和南中学校
古河市立総和北中学校
古河市立三和東中学校
古河市立三和北中学校
古河市立上辺見保育所
北利根工業団地協議会
古河視覚障害者協会
古河市役所職員一同

古河市立駒込小学校
古河市立諸川小学校
古河市立仁連小学校
古河市立八俣小学校
古河市立名崎小学校
古河市立釈迦小学校
古河市立小堤小学校
古河市立水海小学校
古河市立中央小学校
古河市立三和中学校
古河市立総和中学校
古河市立関戸保育所
古河市立第２保育所
古河市立第３保育所
古河市立第４保育所
認定こども園さんわ
認定こども園なさき
古河くらしの会
母子寡婦福祉会　
こまごめ幼稚園
くくや台幼稚園
古河市商工会
アリス保育園
こばと保育園
清恵保育園
総和保育園
ルリ幼稚園
古河警察署
四季の会

古河市総和老人福祉センター（せせらぎの里）
駅西地域交流センター（いちょうプラザ）
地域交流センター（はなももプラザ）
ＪＡ茨城むつみ農産物直売所総和店
三和健康ふれあいスポーツセンター
三和図書館資料館（燦SUN館）
三和公民館（コスモスプラザ）
古河市社会福祉協議会窓口
ツルハドラッグ古河諸川店
古河スポーツ交流センター

募金箱の設置にご協力いただきました。

三和農村環境改善センター
ウエルシア古河東牛谷店
ウエルシア古河三和東店
ウエルシアＶＡＬ古河店
ウエルシア古河諸川店
ウエルシア茨城総和店
ウエルシア古河鴻巣店
ウエルシア古河三杉店
ウエルシア古河三和店
ウエルシア古河総和店

匠きもの短期大学校
古河ゴルフリンクス
ユーセンター総和
ふれあい公民館
古河歴史博物館
古河街角美術館
古河東公民館
つつみ公民館
イオン古河店
セメダイン㈱

さくら公民館
温水プール
総合体育館
古河体育館
古河文学館
中央公民館
中田公民館
篆刻美術館
隣保館
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寄付をいただいた皆さんをご紹介いたします。
� 令和元年９月１日～令和２年１月31日まで
○寄付金 （敬称略・順不同）

京三電機㈱　様

タテノ・ダンス・スクール　様

古河ヤクルト販売㈱　様

京三電機労働組合　様

若林ダンススタジオ　様

自分のまちの応援団

氏名・団体名 金額
第55回オリオン商店街青空フリーマーケット実行委員会 ￥8,600
古河市地域女性団体連絡会（さんさんまつりにて） ￥5,000
㈱高橋芝園土木（指定：コミュニティ・エリア９） ¥5,000
古河市三和くらしの会（さんさんまつりにて） ￥5,000
古河市商工会工業部会（さんさんまつりにて） ￥16,400
㈱山本設備（指定：コミュニティ・エリア９） ¥5,000
古河市畳商工業組合（さんさんまつりにて） ￥9,503
古河手打ち蕎麦の会（さんさんまつりにて） ￥5,000
若林ダンススタジオチャリティパーティー ￥50,000
㈱アラカワミート（さんさんまつりにて） ￥5,000
デイリーヤマザキ総和東店（募金箱） ￥3,287
㈱三和食鶏（さんさんまつりにて） ￥10,000
諸川商店会（さんさんまつりにて） ￥10,000
社会福祉法人　愛和会　希望の森 ￥13,265
サン商事㈱ダスキン古河南支店 ￥35,300
ワークマン総和店（募金箱） ￥14,469
タテノ・ダンス・スクール ￥30,000
ダイセーロジスティクス㈱ ￥51,210
古河下山郵便局（募金箱） ￥5,280
古河中田郵便局（募金箱） ￥7,141
古河商工会議所女性会 ￥85,031
NPO法人　ふれあい ￥5,000
日野自動車労働組合 ￥28,003
古河ヤクルト販売㈱ ￥250,000
京三電機労働組合 ￥100,000
関行政書士事務所 ￥20,000
「久会」会員一同 ￥8,526
カラオケ紅花会 ￥20,901
二胡を愛する会 ￥1,000
総和山野草の会 ￥3,234
古河�吹奏楽団 ￥4,262
鶴峯八幡宮 ￥15,000
京三電機㈱ ￥100,000
古河　しのぶ ¥17,104
亀田　しず江 ￥3,030
溝上　國喜 ￥12,993
柿沼　正行 ￥109,923
草間　義夫 ￥3,842
飯田　明 ￥3,107
匿名（３名） ￥180,494
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㈱日野ヒューテック　様

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

氏名・団体名 物　品
ヤマザキ製パン従業員組合　古河支部 クリスマスケーキ６号45個
合同会社Life�Arrangement�Service 紙オムツ４袋
古河下山郵便局（募金箱） 未使用切手多数
㈱エフ・エー・システム ボールペン47本
�古河さわやかステップ 脳トレ用具
㈱日野ヒューテック 非常食多数
「久会」会員一同 未使用切手多数
㈱初見運輸倉庫 フェイスマスク3,475枚
阿部　えつ子 食品多数
阿久津　太 通訳機３台
岡本　晶子 紙オムツ７袋
新巻　寛 スリッパ53足
匿名（４名） タオル多数、設置用手すり、米70㎏、米20㎏、保存食

○寄贈

日野自動車労働組合　様 関行政書士事務所　様

古河商工会議所女性会　様ご寄付をいただき誠にありがとうございました。

頂いた物品は
市内の施設等にて
活用させていただ
きました！ご協力
ありがともも♡

○収集ボランティア

県西地区年金受給者協会女性部
サン商事㈱ダスキン古河南支店
セブンイレブン茨城三和南店
日本トーカンパッケージ㈱
㈱積水化成品関東　水の会
総和ボランティアサークル
㈱エフ・エー・システム
古河商工会議所女性会
古河さわやかステップ
NPO法人　ふれあい
青嵐荘蕗のとう舎
日本バイリーン㈱
青色申告会女性部
「久会」会員一同

㈱野本電設工業
カーネーション
青嵐荘つくし園
㈲栗田製作所
㈲塚原自動車
㈱伊藤鐵工所
㈱HHC
中田　美佐子
宮下　もとみ
岡田　玲子
佐藤　君代
船橋　明子
高橋　松夫
匿名（３名）

氏名・団体名
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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。

古河社協ももちゃんブログ 検索　

「実践編」傾聴ボランティア養成講座
　１月17日（金）に「地域サポーター
養成講座（実践編）」を開催しました。
　実践編では「傾聴」についてNPO法
人日本傾聴ボランティア協会理事長の鈴
木絹英先生を講師に招き午前中の講義、
午後からの演習と１日をかけて学びまし
た。当日は平日にもかかわら
ず大勢の方が参加されまし
た。今回学んだことを基に、
地域での活動につなげていた
だければと思います。

「入門編」
　１月25日（土）に「地域サポーター養成講座（入門
編）」を開催しました。当日は14名の方が参加され、社
会福祉協議会についてや、ボランティアについて、コ
ミュニケーションの基礎などを
入門として受講していただき地
域の活動につなげていただきた
いと思います。
　来年度も開催を予定していま
すので是非ご参加ください。

地域サポート養成講座開催

　12月８日（日）第８回ウォーキン
グフェスタに、ももちゃんがお邪魔し
てきました。肌寒い日が続いています
が、当日はお天気にも恵まれ、沢山の
大人から小さなお友達と一緒にウォー
キングを楽しみました。

コミュニティ・エリア９
第８回ウォーキングフェスタ
に参加してきました！！

がんばりすぎずにしれっと認知症介護

講　師　 工
くどう
藤　広

ひろのぶ
伸�氏

日　時　 令和２年３月14日（土）
　　　　 午後１時30分～３時15分
　　　　 （午後１時開場）
参加費　 無料
会　場　 ユーセンター総和
　　　　 （古河市上辺見2369）
定　員　 240名
主　催　 古河市ボランティア協会
後　援　 古河市社会福祉協議会

★問合せ　地域福祉課　48－0808

古河市ボランティア協会講演会

▶プロフィール
東京都在住。執筆を生業にす
る介護作家・ブロガー。成年
後見人経験者、認知症ライフ
パートナー２級、認知症介助
士。なないろのとびら診療所
（岩手県盛岡市）地域医療推
進室非常勤。現在も東京と岩
手を年間約20往復しながら
しれっと遠距離介護中。
NHKニュース「おはよう日
本」、NHK「あさイチ」でこ
のブログが紹介される。

　12月22日（日）古河福祉の森会館にてふ
れあいいきいきサロン事業説明会を開催しま
した。今回の説明会では「地域のふくし窓
口」について、各サロンで地域の相談を聞く
窓口になっていただき、地域と社協をつなぐ
連絡役としての役割をお願いしました。ふれ
あいいきいきサロンの開設の目印はのぼり旗
が設置してありますので、お気軽に声をかけ
てみてください。

ふれあいいきいきサロン
事業説明会

　12月25日（水）
福祉の森会館別棟陶
芸教室において「ふ
れあい陶芸体験」を
開催しました。
　多くの参加者が講
師の説明のもと交流
を図り、自分だけの
作品を作り上げまし
た。

「ふれあい陶芸体験」開催しました！！

　とっても楽しい時間を地域の皆さんと一緒に過ごす事
ができました。ありがとうございました。
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