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①やっチャオ！ 2019

②行っチャオ！ 2019

開催日時：2019年８月５日（月）９時30分～19時45分
会　　場：さしま少年自然の家
対　　象：市内小学校５・６年生
内　　容：パラスポーツ体験（ブラインドサッカー）、
　　　　　点字体験、キャンプファイヤーなど

開催日時：2019年８月22日（木）８時～17時
会　　場：栃木県防災館・東日本盲導犬センター
対　　象：市内小学校３・４年生
内　　容：災害体験・盲導犬とのふれあい体験

ふくしチャレンジスクール 2019

※ふくしチャレンジスクールの詳細は、学校を通じてお知らせいたします。

　福祉チャレンジスクールはボランティア月間（７～８月）に児童が様々な福祉体験する事でボラ
ンティア活動に興味をもっていただく事を目的に実施します。
　今年度は内容を一部リニューアルして「やっチャオ！」と「行っチャオ！」の２つのスクールを
開催します。夏休みの思い出にいろんな体験をしチャオ

4 4 4 4

！【チャオ（ciao）はイタリア語で親し
い人たちでのあいさつです。】

ⒸJBFA/H.wanibe ⒸJBFA/H.wanibe
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　・月１回の定例会

　・春と夏の宿泊研修会

　・小学生対象宿泊キャンプの学生リーダー

　・子ども会行事への参加

　・古河関東ド・マンナカ祭りの手伝い

　・障がい者、高齢者とのふれあい　　　　　　などなど…。

学生ボランティアサークル

ふうせん 会員大募集! !
子どもが好きな人！　ボランティア活動に興味ある人！

１人でもお友達とでも大歓迎ェェェェェェェェェェェェ！！！！！

いっしょに楽しく活動しませんか（・∀・）！？

こんな活動しています♪

　古河市社会福祉協議会　地域福祉課

　TEL ： 48－0808� ＭＡＩＬ ：

＊お問い合わせ先＊
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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

内容：認定ヘルパーとしての心得や職業倫理、高齢者の心と体に関する理解を学びます。
日時：７月10日（水）・11日（木）　９時30分～15時15分
会場：古河福祉の森会館　２F　視聴覚室
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：�６月３日（月）～６月28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、お電話にてお申込みください。

古河市認定ヘルパー養成講座受講生募集！

地域で活躍するための技術を身につけあなたも地域のサポーターになりませんか？

内容：�日本おもちゃ病院協会から講師を招いておもちゃドクターとしての基礎的な技術を
学びます。

日時：７月２日（火）13時～16時
　　　　　３日（水）10時～16時
会場：古河福祉の森会館　２F　創作室２
費用：2,000円（テキスト代）※昼食は各自用意
対象：市内在住、在勤　10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：�６月３日（月）～６月14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、お電話にてお申込みください。

地域サポーター養成講座開講！

問合せ：古河市社会福祉協議会
申込先：地域福祉課　48－0808

地域福祉課　新久田２７１－１　古河福祉の森会館内
総 和 窓 口　駒羽根１５０１　　古河市総和福祉センター内
三 和 窓 口　仁連２２２８－７　古河市三和地域福祉センター内
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地域で学習会を開催しています

　古河市から受託している「生活支援体制整備事業」では、高齢になっても住み慣れた
地域で生活をつづけるために、住民の皆さんで考える「場」をつくることを一つの目的
としています。
　その一環として、古河市にある20の地域割毎で今年の２月から学習会をはじめまし
た。学習会では、地域の宝物（資源）を探してみたり、住みたい地域像を話し合ったり
楽しい雰囲気で行っています。
　この学習会は定期的に開催しており、今後は「地域の事を考える・解決していく場」

（第２層協議体）づくりを目指しています。

　地域は、そこに暮らす住民の皆さんが時間をかけて作ってきました。この事業では、皆さんが作り
上げた今までの取組みを尊重しながら、「地域の事を考える・解決していく場」（第２層協議体）に社
協職員も参加させていただき、理想とする地域を皆さんと共に目指します。

学習会についてのお問い合わせ　　地域福祉課　48－0808

第６地区 第９地区

第15地区

～　生活支援体制整備事業　支えあえる地域づくり学習会　～

各地区での学習会の様子
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基本
目標

令和元年度実施事業

１．助け合い・支え合いの仕組みづくり　　　　２．みんなで支え合う人づくり
３．多様な主体による地域福祉活動の活性化　　４．必要とされる社会福祉協議会づくり

古河市社会福祉協議会  事業計画
令和元年度

２．ボランティア活動の推進・
　　� 福祉人材育成事業
（１）ボランティアの発掘と育成

①ボランティアセンター運営
②ボランティア活動助成事業
③ふくしチャレンジスクール
　（１デイ編・２デイ編、ツアー編）
④学生ボランティアサークル「ふうせん」の育成援助
⑤福祉まつりの開催（ふれあい広場、手づくりまつり）
⑥ボランティア協会への運営援助

（２）災害の備え
①災害ボランティアセンター設置及び運営

（３）福祉人材の育成事業
①地域サポーター養成講座（入門編 ･ 実践編）
②古河市認定ヘルパー養成講座
③災害ボランティア養成研修会
④傾聴ボランティア養成講座
⑤おもちゃドクター養成講座
⑥実習生の受け入れ（相談援助業務）
⑦市民後見人養成講座

１．法人運営
（１）会務運営

①理事会・評議員会の開催
②監事会の開催
③評議員選任・解任委員会の開催
④福祉事業推進委員会の開催
⑤共同募金配分委員会の開催
⑥苦情解決第三者委員会の開催
⑦法人後見運営委員会の開催
⑧衛生委員会の開催

（２）財源確保
①社会福祉協議会会費
②共同募金配分金
③寄付の受入

（３）ガバナンス・コンプライアンスの向上
①役員研修
②職員研修
③顧問弁護士の委託
④産業医の委託
⑤衛生委員会の開催
⑥規程・要綱等の整備

（４）広報・啓発活動の充実
①「社協だより」の発行
②ホームページの公開
③イベント等を通しての広報活動
④キャラクターグッズ製作、販売

（５）古河市社会福祉協議会計画の推進
①古河市地域福祉活動計画（５年目）

３．支援・援助事業
（１）古河市老人クラブ連合会への支援
（２）�古河市身体障害者（児）福祉団体連合会への運営支援
（３）�ひとり暮らし高齢者給食サービス (会食型 ) の実施
（４）�ふれあいいきいきサロン事業の支援、交流会の実施
（５）在宅福祉サービスセンター運営事業
（６）陶芸教室事業
（７）救援活動

①緊急生活支援対策事業救済物資支給
②風水震火災被災者に対する援助
③行旅人に対する援助

（８）各種団体に対する補助金の交付及び援助
（９）福祉用具等貸出事業
（10）法人後見受任事業
（11）心配ごと相談所運営
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令和元年度 古河市社会福祉協議会 一般会計 予算
予算額　�689,394�千円 （単位：千円）

９．指定管理事業
（１）総和老人福祉センター「せせらぎの里」管理運営事業

４．貸付事業
①生活福祉資金貸付事業【茨城県社会福祉協議会の貸付事務受託】 

総合支援資金・福祉資金・教育支援資金・不動産担保型生活資金
②臨時特例つなぎ資金貸付事業【茨城県社会福祉協議会の貸付事務受託】
③生活一時資金貸付事業

６．介護保険事業
（１）居宅介護支援事業
（２）訪問介護事業
（３）�古河市介護予防・�

日常生活支援総合事業
①介護予防訪問サービス
②家事応援訪問サービス

（４）移送サービス事業

５．共同募金への協力
（１）赤い羽根募金運動への協力
（２）歳末たすけあい募金運動への協力

①要援護世帯援護金配分
②歳末地域たすけあい事業配分
③歳末たすけあい事業

７．障害者総合支援事業
（１）指定居宅介護事業
（２）障害者移動支援事業

８．受託事業
（１）日常生活自立支援事業
（２）成年後見制度推進事業
（３）一般高齢者介護予防通所事業
（４）デイステイ事業（のぞみ、さんわ）
（５）地域包括支援センター（古河、三和）

①介護予防・日常生活支援総合事業
②包括的支援事業
③指定介護予防支援業務
④その他 地域支援事業の実施

（６）生活困窮者自立支援事業
①自立相談支援事業
②住居確保給付金支給事業
③家計改善支援事業（事業名称変更）

（７）生活支援体制整備事業
（８）地域力強化推進事業【新規取組】

生活福祉資金貸付事業
 231

成年後見事業  11,599

小口貸付事業  534

心配ごと相談所事業
  222

ボランティアセンター
運営事業　　　4,743
在宅福祉サービス
センター運営事業
2,566

陶芸教室事業  2,335

共同募金配分金事業
  29,529

法人運営
187,162

日常生活自立支援事業 8,541
生活困窮者自立支援事業 29,670

地域力強化推進事業 9,550
ふれあいの湯運営事業12,820

デイステイ事業 10,759

居宅介護
支援事業
66,092

訪問介護
事業

62,225

指定居宅介護事業
64,064

古河地区地域包括
支援センター事業
87,426

三和地区地域包括
支援センター事業 
46,853

老人福祉センター
管理運営事業  39,349

自動車運送事業  279
老人福祉センター売店事業  2,041

生活支援体制整備事業 10,804

会費収入  15,064
寄附金収入  1,500

事業収入  10,847障害者福祉サービス等
事業収入  23,737

地域生活支援
事業収入  301

その他の収入
3,376

その他の活動
による収入  13,556

拠点区分間
繰入金収入
39,958

サービス区分間繰入金収入  7,933

事業区分間
繰入金収入
11,640 受託金収入

187,824

経常経費
補助金収入

82,820前期末支払
資金残高
161,386

介護保険等事業収入
129,452

〈収入〉 〈支出〉
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一般会費（１世帯） 300円
特別会費（１口） 1,000円
特別大口会費（１口） 5,000円
※ご協力お願い致します。
　特別大口会員は、社協だよりに掲載いたします。

★特別大口会員の皆様をご紹介します
平成30年11月１日から平成31年３月31日までにご協力いただいた方をご報告いたします。
平成30年４月１日から10月31日までにご協力いただいた方については、社協だより第40・
41号においてご報告させていただいております。
（順不同・敬称略）
東漸寺　　　　　平川観光㈱　　　　　㈱柳保険事務所

　社会福祉協議会では「誰もが安心して暮らせるまちづくり」を実現
するため、住民のみなさんに会員となっていただいております。
　この会費は、福祉コミュニティの推進、在宅福祉サービス、障がい者福
祉、ボランティア活動支援、地域福祉の担い手育成等の事業に活用されます。
　一般会費は、自治会・行政区・町内会を通じ依頼しております。
　ご協力をお願いいたします。

誰もが安心して暮らせるまちづくりの実現をめざして

令和元年度 社協会費ご協力のお願い

平成30年度　会費実績
（平成30年４月１日～31年3月31日）

一般会費 １世帯 300円 10,824,160円
特別会費　 １口 1,000円 635,000円
特別大口会費 １口 5,000円 3,676,000円
合計 15,135,160円

◆問い合わせ先　地域福祉課　☎48-0808
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　社協とは、「社会福祉協議会」の略称で、民間の社会福祉活動
を推進することを目的とした営利を目的としない民間組織です。
　社会福祉協議会は、地域の皆さんや多くの福祉関係者等の参加・
協力のもと、地域の人々が住み慣れたまちで安心して生活すること
のできる「福祉のまちづくり」の実現を目指し、様々な活動を行っ
ています。

豆知識コーナー (/・ω・)/

社 協 っ て 何 ？

社協では
何をしているの？

・介護用ベッドや車いすなど、　福祉用具の貸出し。
・�地域住民の生きがいづくりや、地域の支え合いの力を高める
ための、ふれあいいきいきサロンの推進。
・赤い羽根共同募金運動への協力や歳末たすけあい配分事業。
・各種ボランティア養成講座の開催。
・老人クラブ等、各種団体への活動費の助成。
（事業については、Ｐ６～７をご参照ください。）
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・古河市にお住まいで、収入が少なく
　生活に困っている方。
・将来的に生活に困る恐れのある方で、
　生活上の問題で悩んでいる方。
※生活保護世帯は対象外となります。

　家計改善支援員が、家計の収支を確認しながら生計の安定を図ることを
目標に、生活費の使い方などの見直しのお手伝いをいたしますので、お気
軽に下記までお問い合わせください。

生活支援センターでは、専門の相談員が、
あなたの不安や悩みの解決に向けて一緒に
取組んでいきます。

◆問い合わせ・予約先
　住所　古河市駒羽根1501
　　　　健康の駅内
　電話　92－7017※相談内容によっては他機関をご紹介する場合があります。

生活や仕事で悩みや不安を抱えている方の相談窓口

古河市生活支援センターでは
次のような方のご相談を
受け付けます

秘密厳守

相談無料

予約制です

古河市生活支援センター

家計に関する相談を�
� 受付けています！
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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　平成31年１月～４月

（敬称略・順不同）

古河第七小学校 様

関東西濃運輸労働組合古河支店 様

諸川会グラウンドゴルフクラブ 様

第72回古河市古河地区市民運動会実行委員会 様

新春歌まつり実行委員会 様

氏名・団体名 金　額
公益社団法人古河法人会古河地区会女性部会 ￥49,100
沢れい子後援会ドリーム会古河支部 ￥31,803
デイリーヤマザキ総和東店（募金箱） ￥10,290
関東西濃運輸労働組合古河支店 ￥70,000
諸川会グラウンドゴルフクラブ ￥16,905
社会福祉法人愛和会希望の森 ￥10,391
ダイセーロジスティクス㈱ ￥5,485
古河三和郵便局（募金箱） ￥8,094
新春歌まつり実行委員会 ￥19,366
㈱ベルク古河駒羽根店 ￥16,233
台町郵便局（募金箱） ￥16,964
風雪会（１施大OB） ￥5,000
古河和太鼓保存会 ￥13,240
㈱三和機械製作所 ￥5,000
古河市みずほ会 ￥30,953
居酒屋ふるさと ￥20,434
山田電気工事㈱ ￥10,000

諸川第一老人会 ￥3,000
原町若原サロン ￥2,970
鶴峯八幡宮 ￥31,992
あすなろ会 ￥10,041
増間　道子 ￥100,000
瀬下　英一 ￥15,460
草間　義夫 ￥4,046
匿名（３名） ￥4,850

○寄付金

氏名・団体名 物　品
第72回古河市古河地区市民運動会実行委員会 レトルト食品等多数
茨城県退職公務員連盟古河支部三和分会 タオル158枚
茨城県退職公務員連盟古河支部総和分会 タオル71枚等
古河さわやかステップ 事務用品
古河よさこい花みずき 車椅子１台
菜の花会サロン 雑巾200枚
居酒屋ふるさと タオル
富田　和夫 介護用品
益子　あさ 介護用品・タオル30枚
匿名 玄米30kg・車椅子１台・

介護用品・石鹸・事務用品等

○寄��贈

○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）

山崎製パン㈱古河工場総務課
ファミリーマート古河坂間店
セブンイレブン茨城三和南店
㈱積水化成品関東水の会
古河東ロータリークラブ
配電盤茨城団地協同組合
古河市総和のくらしの会
古河さわやかステップ
古河和太鼓保存会
日本バイリーン㈱

氏名・団体名
茨城県退職公務員連盟古河支部総和分会
茨城県退職公務員連盟古河支部三和分会
昭和電線ケーブルシステム㈱古河工場
一般財団法人古河市地域復興公社
ファミリーマート古河東本町店

古河第七小学校
カーネーション
居酒屋ふるさと
久能サルビア会
(有)栗田製作所
陽だまりの会
総和中央病院
三和手話の会
斉藤工事㈱
みどりの里

㈱HHC
中田　美佐子
武島　幸子
中村　宗史
岡田　玲子
田中　義枝
臼田　清子
齊藤　滿
匿名（２名）

社協だより　2019.6.1 2019.6.1　社協だより 11



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

・開催日　９月21日（土）（予定）
　　　　　雨天時９月22日（日）
・場　所　ネーブルパーク
・内　容　 模 擬 店・体 験

ブース・ステー
ジ発表

✿�楽しい企画が盛りだくさ
ん！！

　 ぜひご来場ください！！

福祉のまつり開催（仮称）ふれあい広場2019

・手打ちそば大昇お客様一同
・ おもちゃ病院事務局 利用者様一同
・北山田行政区
 ご協力ありがとうございました。

平成30年７月 豪雨災害義援金追加報告

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。

　４月７日（日）、北山田行政区チャリティー花見会にももちゃんが参加し
ました！
　当日は桜の花が満開の日枝神社境内で、行政区の高齢者から小さなお子様
まで、約50名の方が参加されていました。
　この日枝神社は、地域の皆さんからの奉仕や、五部の山宗工務店さんの創
意工夫により予算を抑えることができ、見事に再建されました。好天の下、
地域の皆さんが楽しく花見をする貴重な地域の集いの場にお邪魔させていた
だきました！
　また、平成30年７月豪雨災害義援金として、15,000円をお預かりしました。

ももちゃん派遣

　今年度、古河市社協に２名のフレッシュな職員が仲
間入りしました。
　古河市の福祉向上のため、一生懸命がんばります！！

左：羽田鮎美　／　右：山中秀仁

社協新任職員紹介

　1月15日(火) 、NPO法人日本傾聴ボランティア協会よ
り講師をお迎えし、傾聴の基本的な知識を学びました。
　参加者の皆さんは真剣な眼差しで講師の指導に耳を傾
け、先生もそれに応えるように熱心に講義をされていまし
た。
　耳を傾けて話をしっかりと聴き、相手の気持ちを受け止
める『傾聴』は、孤独や不安
など心に悩みを抱えている
人の心を癒すことにつなが
ります。
　この講座で学んだこと
を、今後のボランティア活
動に活かしていただきたい
と思います。

傾聴ボランティア養成講座
開催しました

古河社協ももちゃんブログ 検索　

　３月16日（土）、古河市ボランティア協会では、ボラン
ティア活動の仲間づくりや視野を広げるための取り組みと
して、ボランティア講演会を開催しました。
　講師は、年間350公演、全国47都道府県を縦横無尽に
走り回る“歌う坂本龍馬”こと、松尾貴臣氏で、『夢、命、
そして平和　熱いこころざしを届けるトーク＆ライブ』と
題して、さまざまな人と
の出会いや、命の大切さ
などについて、歌を交え
てお話しいただきました。
　終盤、観客からアン
コールの声もかかり、楽
しく盛り上がった講演会
でした。

古河市ボランティア協会講演会
開催しました

社協だより　2019.6.112


