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「社協とは、社会福祉協議会の略称です」

新たな福祉ニーズに柔軟に対応し、次世代へと信頼をつなぐ社協

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」

ふくしチャレンジスクールやっチャオ！
2021ウィンター編を開催しました。
（詳しくはP11をご覧ください）



　この度「令和３年度全国社会福祉大会」及び「第71回茨城県社会福祉大会」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）
＊�「令和３年度全国社会福祉大会」及び「第71回茨城県社会福祉大会」は、新型
コロナウイルス感染症拡大防止のため中止となりました。

受賞おめでとうございます!!

＜中央共同募金会顕彰＞
○奉仕功労者　　　　　○従事功労者（共同募金委員会職員）
　五月女　光男　様　　　　安部　一枝　様
　岩立　　浩一　様

令和３年度　全国社会福祉大会表彰者

＜県社会福祉協議会会長表彰＞
○民生委員・児童委員
　植竹　善藏　様
　粕田　　清　様

○社会福祉施設職員
　江原　真佐美　様
　守屋　真由美　様
　佐川　美智子　様
　大江　純子　様
　吉田　明香　様
　福永　静乃　様
　磯　　倫子　様
　佐藤　純恵　様

○ボランティア
　野の花会　様
　みんなで楽しく踊ろう会　古河支部　花もも　様

○共同募金運動奉仕者
　豊田　　慧　様
　小倉　　侃　様

第71回　茨城県社会福祉大会表彰者
＜県知事表彰＞
○社会福祉団体関係者
　石川　美紀　様
　千野　　誠　様
　菅谷　紀之　様
　髙橋　　覚　様
　髙島　裕之　様

○共同募金運動奉仕者
　関口　和勇　様
　田口　精二　様

＜県社会福祉協議会会長感謝＞
　株式会社　東流社　様
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地域の絆を深め、 福祉文化が根づくまち

　地域共生社会古河
　社協では、誰もが安心して地域で暮らし続ける事ができるよう、地域共生社会の実現に向け、生活
支援体制整備事業、地域力強化推進事業を実施しています。
　古河市をはじめ、地域住民、ボランティア、福祉団体・関係者の協働により、地域生活課題の解決
に取り組み、誰もが支え合いながら安心して暮らすことができる地域づくりを推進します。

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。

ふれあいいきいき
サロン活動の推進

　ひきこもりや介護予防のため、地域での交
流の場（サロン活動）を開設する方法や運営
のアドバイスを行います。

地域サポーター
養成講座

　地域での支え合い活
動を希望する市民に向
けて、すでに活動して
いる団体やその活動状
況を紹介すると共に、
新たなサポーターの育
成を行います。

生活支援体制整備事業・地域力強化推進事業
　いつまでも安心して暮らせる地域
を作ることを目的に、関係者による
話し合いの場（協議体）を設置する
ことで、地域の問題とその解決に向
けた活動についての協議を行います。

ももちゃんお助け隊
（在宅福祉サービスセンター事業）

　日常生活での簡単な
家事のお手伝いを必要
とする方に対し、お助
け隊（有償ボランティ
ア）が支援を行います。
※�ご利用には条件があり
ます。

ひとり暮らし高齢者
給食サービス

　ひとり暮らしの高
齢者を対象に、地域
の民生委員、ボラン
ティア等の協力を得
ながら、引きこもり
予防のための仲間づ
くりを行います。
※�現在食事の提供は中止しています。
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成年後見制度とは
　認知症、知的障がいもしくは精神障がいなどで、判断能力が不十分な人の日常生活を法律的に保護する仕組み
です。代理権・同意権・取消権を付与された成年後見人等が、ご本人に代わって財産管理や介護サービスの利用
契約などの身上監護を行います。成年後見制度には、判断能力が十分なうちに信頼できる人と契約しておく任意
後見制度と判断が不十分になったときに家裁に申し立てる法定後見制度があります。

■お金の管理ができなくなったとき
　認知症の症状が出始めたＡさん。年金が家族の生活費や交遊費
に使われていて、本人の支払いができなくなってしまった。

➡ �後見人が預貯金や年金の財産を管理します。

■悪徳商法にだまされたり、騙されそうなとき
　認知症の父が、知らぬ間に必要のないリフォーム契約をして
困っています。

➡ �後見人がご本人がだまされて結んでしまった
契約を取り消します。

■医療や介護サービスを受ける手続きができなくなったとき
　介護サービスを受けたいのですが、自分でどうすればいいのか
わかりません。（自分で契約できない）

➡ �手続きや利用契約などを後見人が行い、その
後の生活を見守ります。

■老後の財産管理が不安なとき
　高齢者Ｂさん。今は何とか自分で生活できていますが、将来判
断能力が落ちたら、どうしようかと不安です。誰かに将来のこと
をお願いしておきたいと考えています。

➡ �成年後見制度には、判断能力があるうちに信
頼できる人と契約を交わしておく任意後見制
度があります。

●こんな相談を受け付けています
　後見に関するご相談
　・成年後見制度って？
　・金融機関から後見人をつけるように言われたがどうすればいいの？
　権利擁護に関するご相談
　・�判断能力が不十分になってお金の管理ができなくなってしまったので

困っている。
　後見申立てに伴うご相談
　・�専門職（弁護士・司法書士）に依頼しないで、自分で後見の申立て書類

を作成したい。
　・老後の財産管理を、判断能力が落ちる前に準備しておきたい。
　親族後見人受任者からのご相談
　・親族後見人になったけれど、そのあとの後見業務について教えて欲しい。
　・後見受任後の報告書類の書き方を確認して欲しい。
　広報・啓発に伴うご相談
　・�成年後見制度や日常生活自立支援事業について

の出張講座を依頼したい。
　・�後見制度に関するパンフレットが欲しい。

成年後見制度や後見等申立てに関する
ご相談を受け付けています。

例えば、こんな時に後見人が守ってくれる制度です。

成年後見サポートセンターこがでは、

■問合せ先
　成年後見サポートセンターこが

48-0994
秘密厳守・相談無料・来所相談は要予約
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＜こんなときにご相談ください＞
・介護保険を使うにはどうしたらよいか

・認知症についての相談がしたい

・消費者被害にあったのではないか…

・介護の不安や悩みがある

・�介護予防（高齢者の健康づくり）に�
取り組みたい　など

認知症サポーター養成講座を実施している様子
小学生達も認知症について理解を深めることができました。

　高齢者サポートセンターは、地域で暮らす高齢者のみなさんのための総合相

談窓口です。介護のことや、認知症のこと、高齢者が地域で安心して暮らして

いくためのさまざまな心配ごとについて、「主任介護支援専門員」「社会福祉

士」「保健師」などの専門職が中心となり、介護・福祉・健康・医療など様々

な面から総合的に高齢者とその家族を支えます。お住まいの地区の「高齢者サ

ポートセンター」をご利用ください。

※「高齢者サポートセンター」は「地域包括支援センター」の古河市における愛称です。

高齢者サポートセンター
（地域包括支援センター）

ご存知
ですか？

お住まいの地区
センター名称 住　　　所 電　　　話

古河地区
「高齢者サポートセンター古河」

新久田271－１
古河福祉の森会館付属棟 23－6517

総和地区
「高齢者サポートセンター総和」

駒羽根1501
総和福祉センター健康の駅 92－5920

三和地区
「高齢者サポートセンター三和」

仁連2228－７
三和地域福祉センター 77－1901

【受付】月～金（祝日、年末年始を除く）午前８時30分～午後５時15分
※令和４年４月より変更となります。　　　　　　　　　　　　　　　

※ ※
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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のご案内

◆問合せ　在宅支援課　☎47-0150

利用時間
午前９時～午後６時
休館日
12月29日～１月３日�
施設の点検及び清掃実施日等
利用料
１時間　500円（１日につき上限2,500円）
利用方法
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。

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。

サンタさんがやってきました！！
　『いばらきコープ生活協同組合』様からの寄付金を基にした茨城県社会福祉協議会からの助成
事業として、新型コロナウイルス感染拡大のなか安心した生活を送ることができるよう「住民
生活応援助成事業」を実施しました。
　歳末たすけあい募金配分の対象となった子供のいる世帯や子ども食堂参加者に用意したプレ
ゼントと合わせて、『コロンバン』様から寄贈された焼き菓子も一緒に配分いたしました。
　サンタさんも子どもたちの笑顔が見られて大喜びでした。

子供食堂の子供たちも、
手にいっぱいのプレゼントを持って
「モリスケ」と一緒にハイポーズ
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歳末たすけあい募金にご協力いただき、
ありがとうございました

みんなでささえあう　あったかい地域づくり

○歳末たすけあい募金配分金世帯

該　当　区　分 世帯数

満70歳以上ひとり暮らし世帯 505

満70歳以上の高齢者のみ世帯 108

要介護３以上の認定を受けている方が属する世帯 1

準要保護世帯の認定を受けている世帯 9

中学３年生以下の子どもを養育しているひとり親世帯であり、児童扶養手当
を受給している世帯 21

障がい者のいる世帯　※該当区分には条件があります。 60

合　　　　計 704

　歳末たすけあい募金世帯配分金は、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
募金を市内の支援を必要としている世帯に配分金としてお渡しするものです。
　歳末たすけあい募金の配分については共同募金配分委員会において協議され、対象となる世帯に
11,000円の配分金をお届けすることができました。

まちのサンタさん
　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）31個の寄贈
をいただきました。このケー
キは歳末たすけあい募金配分
世帯のうち希望する子どもの
いる世帯にお渡ししました。
　大きなケーキに子どもたち
も大喜びでした。
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社会保険労務士法人阿久津経営労務管理事務所
医療法人社団尽徳会県西在宅クリニック
認定こども園しらぎくこどもの城幼稚園
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
社会福祉法人共生社あじさい学園
社会福祉法人百花会あゆみ保育園
医療法人社団隆周会安藤整形外科
特別養護老人ホームみどりの里
医療法人徳洲会古河総合病院
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
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
特別養護老人ホーム愛和苑
特別養護老人ホーム白英荘
㈲山室自動車民間車検工場
㈱ロングライフ結城営業所
認定こども園三田幼稚園
茨城県信用組合三和支店
茨城むつみ農業協同組合
㈱エフ・エー・システム
三和コンクリート工業㈱
船橋レディスクリニック
税理士法人報徳事務所
㈾赤岩自動車整備工場
㈱イチネンケミカルズ
ウェルケアシステム㈱
倉本仁司税理士事務所
ＫＤＤＩ㈱八俣送信所
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
ヤマザキビスケット㈱
熊木利彰税理士事務所
㈱アズマ化成品梱包
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㈱
税理士法人サクセス
須永ビルサービス㈱
世界心道教古河教会
セキショウホンダ㈱
センコー㈱茨城支店
㈱セントラルフード
ダイセー倉庫運輸㈱
冨士ブレーキ工業㈱
㈲ヤマザキ保険企画
老人保健施設平成園
秋葉産婦人科病院
㈱アラカワミート
㈱イシカワ功電社
㈱イシシゲ自動車
㈱イワセ運輸機工
㈱きもと茨城工場
㈱共栄自動車商会
㈱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
㈱ソイルテクニカ
㈱タカノ重機土木
長命寺（下大野）
㈲トスティホーム

㈱日幸電機製作所
㈲初見自動車販売
㈲保永金属精錬所
三井化学東セロ㈱
メグロ化学工業㈱
ワークマン総和店
㈲青木電器商会
安喰モータース
㈱イーエス商会
荏原電機工業㈱
小川建設工業㈱
㈱笠倉メテック
㈱川上造園土木
㈲木村電気商会
古河浅井保育園
埼玉運輸倉庫㈱
佐谷法律事務所
三恵自動車工業
三和運輸倉庫㈱
㈱三和サクセス
三和石材工業㈱
㈲セキグチ書店
セキ設備建設㈱
大和電気工事㈱
㈱高橋芝園土木
長命寺（尾崎）
東豊梱包運輸㈲
㈱トーアテック
㈲並木建設工業
㈲並木保険企画
日本電化工機㈱
㈱野本電設工業
㈱初見運輸倉庫
㈱ＰＲＥＸＩＡ
㈲マルゼン工業

山中建設工業㈱
㈱横河ブリッジ
ワタナベラジオ
東京特殊工業㈱
京三テックス㈱
旭木材工業㈱
㈲天谷自動車
㈱伊藤鉄工所
宇賀神電機㈱
緒方歯科医院
小倉歯科医院
㈱折橋製作所
かどや菓子店
木野内工務店
㈲栗田製作所
㈱幸島園種苗
㈲古河用達社
㈱小林製作所
㈱小松電工社
さくら交通㈲
猿島厚生病院
サンワ設計㈱
㈱三和豆水庵
㈲関口種苗店
総和中央病院
㈲代田自動車
匠きもの学院
㈲靏見電工社
㈲つるや商事
なかむら眼科
㈲中村材木店
にし歯科医院
㈱野木屋運送
ＨＡＲＩＯ㈱
まくらがの郷

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３年度共同募金報告

※法人や個人として、5,000円以上のご協力をいただいたみなさまです。（令和４年１月17日現在）（敬称略・順不同）

赤い羽根共同募金   20,932,076円

歳末たすけあい募金   8,516,467円

　内訳／戸別募金（自治会・行政区・町内会）� 17,279,122円
　　　　戸別募金以外� 3,652,954円

　内訳／戸別募金（自治会・行政区・町内会）� 8,284,680円
　　　　戸別募金以外� 231,787円

　お寄せいただいた赤い羽根共同募金は、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
園等福祉施設の整備や各種福祉団体の事業として配分されます。
　また、災害時の被災地支援にも活用されます。
　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。
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三ヶ尻工業㈱
㈱山田鉄工所
ヤマト工業㈱
㈲吉葉工務店
㈲ＫＩ防水
㈱相葉商会
當り矢本店
油鉄印刷㈱
安全保障㈱
㈱アンバン
㈲石川商事
㈱石原木材
㈱イチデン
㈲卯木薬局
小沢道路㈱
㈲落合商店
開発産業㈱
㈱影山倉庫
金澤工業㈱

川崎鍛工㈱
㈱菊池工業
㈲木村輪業
㈱ギンビス
㈾熊木商店
江東電気㈱
㈱古河ガス
古河青果㈱
古河陸運㈱
㈱小林農機
㈾米銀商店
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
清恵保育園

関口家具店
銭屋米穀㈱
㈱総和企画
大建鋼業㈱
武澤接骨院
千野商店㈲
中央工業㈱
中和印刷㈱
㈱ナガツカ
並木燃料店
初見肥料店
ハムリー㈱
針谷電池㈱
坂東工業㈱
東斉藤眼科
平井工業㈱
前田電気㈱
㈲まくらが
㈱丸栄商店

㈲丸勝建設
㈱やまなか
㈲吉田商事
ルリ幼稚園
㈱アクツ
㈱アサイ
㈱旭興業
㈱あやめ
㈱エイワ
㈲海老原
大山製畳
喜楽飯店
栄部品㈱
㈱総プロ
㈱千代田
㈱トウペ
長島外科
㈲はつせ
柊幼稚園

柊保育園
光商工㈱
㈲ミナミ
山中商店
㈱青木
㈱金林
㈱佼津
㈱笹山
㈱下村
㈱船橋
㈱丸満
一向寺
永光寺
円満寺
吉祥寺
鮭延寺
顯正寺
光了寺
金蔵院

四恩寺
勝願寺
神宮寺
尊勝院
東光寺
東林寺
徳星寺
普舜院
遍照寺
宝蔵寺
鳳桐寺
宝輪寺
本願寺
本成寺
万福寺
妙厳寺
妙光寺
薬王寺
久昌院

隆岩寺
福法寺
正定寺
菖蒲
栗田 ミサ子
小野寺 宣夫
八下田 徳江
木村 美佐男
稲葉 謙一
柿沼 正行
今井 輝勝
生井 清子
大島 崇嗣
内田 文江
靍見 昌芳
鈴木 曻
関 茂
北島
匿名15件

古河市身体障害者（児）福祉団体連合会
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
（公社）古河市シルバー人材センター
しらゆり幼稚園保護者会・教職員一同
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
Ｃｌｕｂ　Ｌｏｖｅ＆Ｈｏｐｅ
古河市社会福祉協議会職員一同
認定こども園諸川めぐみ幼稚園
（一財）古河市地域振興公社
総和ライオンズクラブ女性部
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
認定こども園ゆりかご幼稚園
茨城県立古河第一高等学校
茨城県立古河第二高等学校
茨城県立古河中等教育学校
茨城県立総和工業高等学校
古河市立古河第一中学校

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。

古河市立古河第二中学校
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
古河市ボランティア協会
認定こども園三田幼稚園
北利根工業団地協議会
古河市聴覚障害者協会
古河市立三和北中学校
古河市立総和北中学校
古河市立総和南中学校
古河市立大和田小学校
古河市立上大野小学校
古河市立上辺見小学校
古河市立駒羽根小学校
古河市立下大野小学校
古河市立下辺見小学校
古河市立西牛谷小学校
古河市立上辺見保育所

古河ライオンズクラブ
陸上自衛隊古河駐屯地
認定こども園さんわ
認定こども園なさき
古河市立三和中学校
古河市立駒込小学校
古河市立釈迦小学校
古河市立中央小学校
古河市立名崎小学校
古河市立仁連小学校
古河市立水海小学校
古河市立諸川小学校
古河市立八俣小学校
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
古河市役所職員一同
古河おもちゃ病院
古河浅井保育園
古河くらしの会
柊幼稚園保護者
こまごめ幼稚園

くくや台幼稚園
はなもも保育園
アリス保育園
こばと保育園
ルリ幼稚園
清恵保育園
古河警察署
古河保育園
総和保育園
諸川保育園

古河市駅西地域交流センター（いちょうプラザ）
古河市地域交流センター（はなももプラザ）
古河市イーエス中央運動公園温水プール
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）
ツルハドラッグ古河諸川店
古河スポーツ交流センター
三和農村環境改善センター

募金箱の設置にご協力いただきました。

ウエルシアＶＡＬ古河店
ウエルシア古河三和東店
ウエルシア古河東牛谷店
古河リバーサイド倶楽部
イーエスはなもも体育館
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
ウエルシア古河諸川店

ウエルシア古河総和店
古河市ふれあい公民館
古河市さくら公民館
ユーセンター総和
古河歴史博物館
古河街角美術館
古河市つつみ館
イオン古河店
古河東公民館
古河文学館

篆刻美術館
中田公民館
中央公民館



○寄贈品
氏名・団体名 物品

㈱ダイナム　茨城古河店・茨城古河東店 食料・飲料・日用品多数
ヤマザキ製パン従業員組合　古河支部 クリスマスケーキ31個
古河市商工会　スリーエスクラブ 車椅子４台
末日聖徒イエス・キリスト教会 紙オムツ多数、食品多数、車椅子１台
積水ハウス㈱　関東工場 使い捨て容器多数、グラス800個
中央労働金庫　古河支店 水279本、サバイバルパン20個
㈱コロンバン　埼玉工場 クッキー820個
立正佼成会　古河教会 玄米（30kg）２袋
古河商工会議所女性会 未使用切手6,422円分
古河下山郵便局 未使用切手756円分
古川　都美子 紙オムツ１袋、介護用品多数
金井　敬子 紙オムツ５袋
HARIO㈱ 車椅子１台

匿名（８名）
タオル100枚、玄米（30kg）10袋、白米（10kg）５袋、
未使用はがき99,561円分、紙オムツ、尿取りパッド
多数、セブン＆アイ商品券（3,000円分）、お菓子多数

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。
� 令和３年８月21日～令和３年12月31日まで（敬称略・順不同）

古河ヤクルト販売㈱　様京三電機㈱　様　　　
京三電機労働組合　様

㈱コロンバン　埼玉工場　様

古河市商工会　スリーエスクラブ　様

末日聖徒イエス・キリスト教会　様

HARIO㈱　様

古河商工会議所女性会　様

積水ハウス㈱　関東工場　様

◆問合せ　地域福祉課　☎48-0808

㈱ダイナム　茨城古河店・茨城古河東店　様

氏名・団体名 金額
デイリーヤマザキ総和東牛谷店（募金箱） ¥1,211
デイリーヤマザキ総和東店（募金箱） ¥9,896
イーエスはなもも体育館（募金箱） ¥3,086
アップルマートわたなべ（募金箱） ¥2,774
社会福祉法人愛和会　希望の森 ¥8,780
ダイセ―ロジスティクス㈱ ¥50,000
古河下山郵便局（募金箱） ¥9,267
古河三杉郵便局（募金箱） ¥3,030
三神町老人会　神和会 ¥500
古河商工会議所女性会 ¥10,000
古河ヤクルト販売㈱ ¥150,000
山中商店（募金箱） ¥4,046
京三電機労働組合 ¥100,000

氏名・団体名 金額
諸川めぐみ幼稚園 ¥82,475
カーネーション ¥1,000
総和ルネサンス ¥67,200
㈱影山倉庫 ¥19,095
京三電機㈱ ¥100,000
高嶺会 ¥33,725
亀田　しづ江 ¥4,875
髙橋　美貴子 ¥10,000
溝上　國喜 ¥12,916
渕岡　いつ ¥10,000
柿沼　正行 ¥57,779
飯田　明 ¥2,865
匿名（５名） ¥166,986

○寄付金

ご寄付をいただき
誠にありがとう
ございました。
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災害レクリエーション

　　小学５・６年生を対象に開催しました！

サンタさんが来たよ！

創作活動

○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）

氏名・団体名
日本トーカンパッケージ㈱　古河工場
セブンイレブン茨城三和南店
セブンイレブン三和東山田店
㈱積水化成品関東　水の会
総和ボランティアサークル
積水ハウス㈱　関東工場
古河さわやかステップ
古河商工会議所女性会
ウェルケアシステム㈱

氏名・団体名
NPO法人　ふれあい
日本バイリーン㈱
㈱イーエス商会
㈲栗田製作所
三和手話の会
微助人の会
㈱ＨＨC
中田　美佐子
加藤　かつ子

氏名・団体名
吉原　君江
新井　俊子
山下　典子
船橋　明子
田所　浩美
中沢　英行
藤田　敬子
匿名（３名）

アドベントカレンダー！

防災グッズクイズ！ケロ君をたすけたよ！

マグカップやお菓子を
プレゼント！

パラスポーツ
体験

フライングディスク！

古河市身体障害者（児）福祉
団体連合会の方々のご指導
の下、ボッチャ、フライン
グディスクを行いました！
福祉への興味・関心につな
がりました！

アドベントカレンダー、
写真立て、松ぼっくり
クリスマスツリーをつ
くりました！

ボッチャ！

サンタさんがかけ
つけ、BINGO大
会を行いました！
クリスマスプレゼ
ントもあり、子ど
もたちは大喜びで
した！

ボランティアの方々のご指導のもと、災害をテーマに
レクリエーションを行いました！災害に対しての知識
を学ぶことができました！
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ふくしチャレンジスクールやっチャオ！ 2021 ウィンター編
12月

18日



ももちゃんブログみてね！！

　11月26日・12月10日に役員・職員研修として、「ファン
ドレイジング基礎セミナー」を行いました。ファンドレイジ
ングとは、一般的に団体の活動資金を集める行為の総称で
す。研修では、団体の活動に賛同した人が提供する資金が大
きな財源となることから、「仲間集め」の意味合いがあるこ
とを学びました。今後も皆さまからいただいた会費・寄付等
の資金を有効
に活用してい
き、地域の
方々が安心し
て暮らせるま
ちづくりを目
指したいと思
います。

「ファンドレイジング基礎セミナー」を 
行いました

　12月11日（土）Kogaインクルーシブフェスティバル
2021～共に生きるまちをめざして～が道の駅まくらがの里
古河にて開催されました。
　市内小中学生が制作したポスターの入賞者作品の展示や障
がいのある方が制作した作品の展示、障がい福祉サービス事

Kogaインクルーシブフェスティバル2021 
が開催されました！

業所の自主製品の
販売などが行わ
れ、たくさんの
方々が来場してく
ださいました。
　社協マスコット
キャラクターのも
もちゃんやサンタ
クロースも登場し、
にぎやかなイベン
トになりました。

特別大口会費追加報告
　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。
� （敬称略・順不同）

　・㈲小林義雄商店　　・知久運送㈲
　・げんき鍼灸接骨院　・㈱イチデン
　・㈱柳保険事務所　　・㈲寺崎商会
　・大野モータース

災害義援金報告
（令和４年１月31日現在）　

令和３年度大雨災害義援金
受付期間：R３.８.24～R４.３.31　（敬称略）

・原　作次
ご協力ありがとうございました。

　12月14日・15日の２日間、古河市三和地域福祉センター
において「おもちゃドクター養成講座」を開催しました。
　講師には日本おもちゃ病院協会から赤塚ドクターをお招き
して、11名の方が、修了証を
無事に取得しました。
　現在、古河地区、総和地区
で開院している古河おもちゃ
病院ですが、今後三和地区で
の開院を目指して活躍しても
らえる事を願っております。

おもちゃドクター養成講座を
開催しました

　ふれあいいきいきサロンは地域の公民館や
集会所など小地域に集まって趣味の活動や、
お茶飲み会をしながら、地域のみんなが気軽
に集まれる場を提供してくれています。また、
「地域のふくし相談窓口」として、ちょっとし
た困りごとを聞いてくれる窓口となっていま
す。相談内容に応じて社会福祉協議会の職員
が対応したり、専門的な事は関係機関をご紹
介したりします。

ふれあいいきいきサロン
（地域のふくし相談窓口）

　この黄色いのぼり旗が目印です！
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