社協だより
支援を必要としている人を包括的、重層的に支える社協

「社協とは、社会福祉協議会の略称です」

社協だよりは『赤い羽根共同募金』
の助成を受けて発行しています。
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地域サポーター
養成講座（入門編）
を実施しました。
詳しくはＰ９を
ご覧ください。

編集発行

社会福祉法人

古河市社会福祉協議会

〒306-0044 茨城県古河市新久田271-1（古河福祉の森会館内）
TEL 0280-48-0808 FAX 0280-48-0119 URL http://www.koga-syakyo.com/

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」

令和３年度 古河市社会福祉協議会 事業報告書
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

ボランティア市民活動の
推進・福祉人材育成事業
・ボランティアセンター運営事業

・Kogaインクルーシブフェスティ
バル2021の共催
※感染症拡大の為、規模縮小

・新ふくし映画まつりの開催
※ふれあい広場・手づくりまつり
にかわる新事業

・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

・活動拠点の整備

・風水震火災被災者に対する援助

・福祉人材の育成事業

・福祉用具等の貸出
・各種団体に対する援助

・社協職員研修の開催

共同募金への協力

・古河市老人クラブ連合会への支援

・生活福祉資金貸付

・陶芸教室事業

・生活一時資金貸付

受託事業
・日常生活自立支援事業

・赤い羽根募金

介護保険事業

・成年後見制度推進事業

・歳末たすけあい募金

・自動車運送（移送サービス）事業

・災害たすけあい義援金（平成30
年７月豪雨災害義援金 令和３年
７月大雨災害静岡県義援金 令和
３年７月島根県大雨災害義援金）

障害者総合支援事業

指定管理事業

・指定居宅介護事業

・総和老人福祉センター「せせらぎ
の里」管理運営事業

・居宅介護支援事業
・訪問介護事業

・障害者移動支援事業

令和３年度

前期未支払
資金残高
189,773,285

経常経費
補助金収入
80,374,764

受託金収入
185,204,900
介護保険
事業収入
111,533,459
事業収入
7,838,100

2022.10.1

・生活支援体制整備事業
・一般高齢者介護予防通所事業（ふ
れあいの湯）
・デイステイ事業
・地域力強化推進事業

古河市社会福祉協議会
会費収入
14,032,350
寄附金収入
3,367,476

その他の
活動による収入
15,343,920

・地域包括支援センター事業（古河
地区・三和地区）

・生活困窮者自立支援事業

〈収入〉636,937,441円

社協だより

・ももちゃんフードバンク事業
・心配ごと相談事業

貸付事業
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・在宅福祉サービスセンター運営事
業（愛称「ももちゃんお助け隊」）

・ふくしチャレンジスクールの開催

・第71回 茨城県社会福祉大会の
参加
※感染症拡大の為、式典中止。表
彰状、感謝状は後日配布しまし
た。

障害福祉
サービス等事業収入
23,914,736
私的契約利用料収入
138,286
地域生活支援事業収入
8,660

・ふれあいいきいきサロン事業

・学生ボランティアサークル「ふう
せん」の育成援助

・広報・啓発活動
・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

その他の収入
5,212,590
受取利息
配当金収入
2,915

・ひとり暮らし高齢者給食サービス
（会食型）の実施

・児童・生徒ボランティア活動協力
校の指定及び連携

・財源確保
・社会福祉協議会会費
・寄付の受け入れ、払い出し
・不要入れ歯回収事業

施設整備等収入
100,000

支援・援助事業

貸付事業収入
92,000

決算報告

〈支出〉636,937,441円

心配ごと相談所事業 100,128
共同募金配分金事業
22,852,188
老人福祉センター
売店運営事業
1,704
当期末支払
資金残高
161,184,050

自動車
運送事業
234,420
老人福祉センター
管理運営事業
29,765,719

法人運営事業
147,475,615

地域包括支援
センター事業
（古河・三和）
113,638,849

指定居宅介護事業
6,927,915
訪問介護事業

38,925,125

居宅介護支援事業

38,043,929

デイステイ事業
8,886,304

（単位：円）

小口貸付事業
60,000
ボランティアセンター
運営事業 666,306
在宅福祉サービスセンター
事業 2,005,296
陶芸教室事業
1,709,840
生活福祉資金貸付事業
3,500,843
成年後見事業 8,005,008
日常生活自立支援事業
4,196,220
生活困窮者自立支援事業
34,950,652
生活支援体制整備事業
8,019,798
地域力強化推進事業
931,923
ふれあいの湯運営事業
4,855,609

生活支援コーディネーターの発見
こんにちは！古河市生活支援コーディネーターの坂下です。
私は、高齢者が安心して住みやすい町づくりを目指し、地域の住民組織や関係団体と連携し
て、ささえあい活動の推進や生活支援の充実を図るための活動をしています。
地域の方々と関わる中で発見した活動をご紹介します。

緑町いきいきサロン
「緑町いきいきサロン」は、古河市緑町に
平成16年に立ち上がったサロンです。自治
会長をはじめ、地域づくりを考えているメン
バーが中心となり、町内に住む人誰もが来られるような居場
所づくりを目指しています。町内で回覧を回したり、民生委
員の呼びかけで参加しやすい環境づくりを行っています。コ
ロナ禍で、長期間開催できない時期がありましたが、現在は
感染対策をしつつ、パターゴルフ、フラダンス、バンド演奏
等介護予防や生きがいづくりになるよう、月に１度の活動を
楽しんでいます。私はパターゴルフに参加しましたが、皆さ
ん温かく迎え入れてくださり、そこには誰もが来やすい雰囲気があり、楽しく活動出来まし
た！これからも皆さんの活動を応援しています！

生活支援体制整備事業
生活支援体制整備事業とは、地域の中で協議体と呼ばれる
住民同士が話し合える場をつくります。そこから、住民同士
の互助による助け合い活動を推進し、地域全体で高齢者の生
活を支える体制づくりを行う事業です。

地域課題
困りごと

コーディネーター
解決策

宝物

話し合う・気付く

そのために古河市社会福祉協議会には
生活支援コーディネーターがいます
地域づくりのサポート、地域の悩みがある、個人的に困りごとがある等地域に関すること、
私たちの活動を取材して欲しい、サロン活動を取材して欲しい等の
お問い合わせは

地域福祉課 地域支援係（生活支援コーディネーター）
48－0808までお気軽にご相談ください。
2022.10.1
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古河のまちを良くするしくみ

赤い羽根共同募金



にご協力お願いいたします

募集期間

10月１日（土）から12月31日（土）まで

今年も10月１日（土）より赤い羽根共同募金が全国一斉
に始まりました。
みなさまからお寄せいただいた募金は、社会福祉施設やボ
ランティア団体などを通じて、高齢者、ひとり親世帯、障が
いのある方などへの支援や大規模災害での被災地支援にも活
用されています。
お知らせ
昨年度より「戸別募金」につきましては、赤い羽根の代わ

参考：ありがとうステッカー

りに『ありがとうステッカー』を配布しています。変更理由として、原料となる羽根が不足し
ていることや動物愛護の観点などが挙げられます。
みなさまのご理解の程、よろしくお願いいたします。

 イベント募金のお知らせ 
10月８日、９日で開催予定の古河関東ド・マンナカ祭りで、
赤い羽根共同募金のブースを出店します！
ブースでは赤い羽根共同募金の啓発活動や社協事業のPRを
行います。ももちゃんフードボックスも設置します。ご家庭で
余分にある食品をお持ちください。
また、小さいお子様も楽しめるよう、ガチャガチャコーナー
や輪投コーナー等も併設しますので、皆さんぜひ遊びに来てく
ださい！！（もしかしたら、ももちゃんに会えるかも！？）
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令和４年度

歳末たすけあい募金世帯配分申請案内
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からご協
力いただいた募金を、市内の援護を必要とする世帯に対して配分（令和４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
世帯員全員とは、実際の
（１）令和４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。
生活実態によるものとし、
（２）世帯員全員（同居者含む）が市民税非課税であること。
住民票上世帯分離をして
（３）次のア～キの世帯条件のいずれかに該当する世帯
いる同居者を含みます。
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27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

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（課税世帯は対象外）
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 ①②③⑦
⑦申請時は不要です。後日、
令和４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。
提出書類

①②③⑥

※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。
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分
（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）※２
※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。
※２ ⑧の振込先が昨年度と同様の場合、コピーは不要です。
《申込み受付期間》
・申請期間：令和４年10月３日（月）から10月31日（月）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（郵送不可）
《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
2022.10.1
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令和４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
寄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４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・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 
1
 1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４年10月３日（月）から10月31日（月）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

古河市新久田271－１ 福祉の森会館

TEL 48－0808

●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。審査結果につきましては、11月下旬に郵送
にてお知らせいたします。

災 害 義 援 金
令和４年８月３日からの大雨災害義援金を募集しています
受付期間：Ｒ4.8.17～Ｒ4.12.28

※令和４年８月３日からの大雨災害義援金につきましては、特定の被災地を指定することはできません。
中央共同募金会において被災状況に応じて按分され、各被災地の共同募金会に送金されます。
令和４年８月19日にご寄付いただきました。
○栗田 ミサ子様

お寄せいただいた義援金は、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。
あたたかいご支援ありがとうございました。
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第１回 ふ く し ま つ り を 開 催 し ま す ！
開催日時：11月23日（水）祝日
午前10時から午後３時
会

場：古河市三和健康ふれあいスポーツセンター
アリーナ・芝生広場（古河市仁連2042―１）

内

容：映画上映（無料）
（上映時間：正午から午後２時）
「長いお別れ」を上映します！

※映画鑑賞には事前申込が必要です。
（募集期間：10月３日～11月４日）
ご希望の方は下記のお問い合わせ先までご連絡ください。
なお、先着順（300名）となりますのでご了承ください。

体験コーナー
手話・車椅子・
高齢者疑似体験、エコ遊
具、人力車など盛りだく
さん！

模

擬

店

ももちゃんフードＢＯＸ設置

福祉施設による
作品販売やパン・お菓子
など！

家に余分にある食材をお持
ち下さい！皆様からのご寄
付お待ちしております！

※新型コロナウイルス感染症の影響により、中止となる場合がございますのでご了承ください。

お問い合わせ先

地域福祉課

地域支援係

TEL

0280－48－0808

Kogaインクルーシブフェスティバル2022を開催します！
～共に生きるまちをめざして～
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業所の自主製品の販売などを行いますので、たくさんの方々のご来
場をお待ちしております。
日時：令和４年12月３日（土）午前９時30分～午後１時40分
会場：とねミドリ館（県による新型コロナウィルスワクチン大規模
接種会場になった場合、会場及び内容が変更になる場合があ
ります。）
（事務局）Kogaインクルーシブフェスティバル2022運営事務局（古河市役所 障がい福祉課内）
2022.10.1
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古河青年会議所様と災害発生時における
協力体制に関する協定を締結しました。
６月２日（木）古河市福祉の森会館にて、古河青年会議所様と、災害発生時における協力体
制に関する協定を締結しました。
本協定では、災害ボランティアセンターを設置・運営する際、青年会議所による迅速かつ効
果的な支援が実施されることにより、被災者支援活動を効率的・効果的に行うことを目的とし
ており、今後二者間での具体的な協力、連携体制を構築してまいります。

古河市・（株）ダイナム様と災害時等における
施設提供に関する協定を締結しました。
８月25日（木）古河市役所にて、古河
市・（株）ダイナム様と、災害時における
施設の提供に関する協定を締結しました。
本協定では、災害発生時において、本会
が設置・運営する災害ボランティアセン
ターの活動拠点等を確保し、被災者支援等
の効率的・効果的に行えるよう相互に連携
し、被災者等の生活の早期安定を目的とし
ており、今後三者間での具体的な協力・連
携体制を構築してまいります。
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おもちゃドクター養成講座受講生募集
開催日時：12月８日（木）午後  1時～午後４時
９日（金）午前10時～午後４時

（計２日間）
開催場所：福祉の森会館
（古河市新久田271－１）
募集期間：11月１日（火）～11月18日（金）
まで
申込方法：下記のお問い合わせ先にてお申込みく
ださい。
電話：0280－48－0808
窓口：福祉の森会館
（古河市新久田271－１）

古河おもちゃ病院について

募集定員：10名程度（応募者多数の場合は抽選）
受講費用：2,000円（テキスト・教材代）
※当日徴収

参加対象：古河市内在住・在勤の方
講習内容：日本おもちゃ病院協会から
講師を招いておもちゃの修
復のために必要な基礎的技
術を学びます。
※新型コロナウイルス感染症の影響により、中止と
なる場合がございますのでご了承ください。

新たに三和地区も開設されました！

● 開設場所 ●

＜三和地区＞
＜総和地区＞
＜古河地区＞
総和福祉センター健康の駅 三和地域福祉センター
福祉の森会館内
研修室１
２階 ボランティアセンター ２階 ロビー
（古河市仁連2228－７）
（古河市駒羽根1501）
（古河市新久田271－１）
毎月 第４木曜日
毎月 第３土曜日
毎月 第２木曜日
午前10時から12時まで
午前10時から12時まで
午前10時から12時まで
※修理費はいただきませんが、交換部品が200円以上かかる
場合はご相談させていただきます。
※都合により、休院となる場合がございますので、ご了承く
ださい。

大切な
おもちゃを
直すよ !

古河おもちゃ病院
代表：中村さん

壊れたおもちゃを
持ってきてね！

地域サポーター養成講座（入門編）
を古河第二高等学校で行いました！

受講者には
ももちゃんピンバッチ
贈呈しています！

８月24日に古河第二高等学校にて地域サポーター養成講座（入門編）を行いました。
講義だけでなく、ワークショップを通じて生徒の皆さんから貴重な意見を出してもらいました。講
座を通じて、福祉の興味やイメージが広がればと思います。今後のご活躍期待しています！
講義内容
①福祉のイメージや古河市に足りないものは何？
②地域サポーターに求められる活動
③赤い羽根共同募金運動について
④コミュニケーション技法を活用してみよう！

地域サポーター養成講座を受講希望の団体等は、お気軽にご相談ください。（48－0808）
2022.10.1
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生活支援体制整備事業

第12回古河市認定ヘルパー養成研修受講生募集！
開催日時：11月29日（火）・30日（水）（２日間） 研修費用：無料
午前９時30分～午後３時15分
参加対象：市内在住の方で、２日間の研修会に参
開催場所：古河福祉の森会館
加できる就業意欲のある方
（古河市新久田271－１）
研修内容：①介護保険制度の概要
募集期間：10月３日（月）～11月22日（火）
②高齢者の心と体に関する理解
申込方法：下記のお電話、QRコード
③家事応援訪問サービスとしての心得
もしくは窓口
及び倫理
電話：0280－48－0808
④家事応援訪問サービスでは行うこと
窓口：古河市新久田271－１
ができない行為
（古河福祉の森会館内）
※内容は昨年度のものです。内容は異
募集定員：20名程度（応募者多数の場合は抽選）
なる場合があります。

Ｑ
Ａ

古河市認定ヘルパーとは
この研修を受けることで、
「家事応援訪問サービス」
(掃除、洗濯、調理等の家事援助)を行う事業所に従
事し、高齢者を支える担い手として地域で活躍する
ことができます。

Ｑ
Ａ

家事応援訪問サービスとは
古河市独自の基準による訪問型
サービスとして、調理や掃除など
の家事援助を行います。

◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆

お 菓 子 の 寄 付 を い た だ き ま し た！！
㈱ギンビス様とジャパンフリトレー㈱様からお菓子の寄付をいただきました。
いただいたお菓子は市内のイベント・幼稚園・保育園・こども食堂等にお届けしました。
たくさんの笑顔を見ることができました !
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自分のまちの応援団

ご寄付をいただき
誠にありがとう
ございました。

寄付をいただいた皆さんをご紹介いたします。（令和４年４月26日～８月25日）

○寄付金

（敬称略・順不同）

氏名・団体名
㈱タチキカックス・㈱筑波銀行ＳＤＧｓ私募債発行記念
ダイセーロジスティクス㈱ 茨城ハブセンター
デイリーヤマザキ総和東牛谷店（募金箱）
茨城県高齢者はつらつ百人委員会古河
デイリーヤマザキ総和東店（募金箱）
社会福祉法人愛和会 希望の森
総和ライオンズクラブ 女性部
スーパーフレッシュ古河店
猿島土建一般労働組合
リサイクル関口和男
猿島土建 三和支部
猿島土建 古河分会
古河吹奏楽団
鶴峯八幡宮
土信田 千代子
菊池 博司
飯田 明
匿名（６名）

○寄贈

氏名・団体名
ジブラルタ生命保険㈱ つくば支社古河営業所
㈱ダイナム茨城古河店・茨城古河東店
退職公務員連盟 古河支部
明治安田生命 古河営業所
ジャパンフリトレー㈱
㈱ギンビス
千野商店㈲
関 茂
匿名（２名）

金額
¥100,000
¥50,000
¥2,971
¥14,800
¥4,479
¥10,852
¥2,045
¥17,897
¥1,300
¥10,000
¥3,600
¥8,300
¥13,159
¥10,000
¥10,200
¥10,000
¥3,714
¥144,998

㈱タチキカックス・㈱筑波銀行
SDGs私募債発行記念 様

茨城県高齢者はつらつ百人
委員会古河 様

㈱ダイナム茨城古河店・
茨城古河東店 様

物品
お菓子・食品
食品・日用品・家電
タオル
タオル
お菓子
お菓子
タオル
米
車椅子、大人用紙おむつ

退職公務員連盟
古河支部 様

○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
ダイセーロジスティクス㈱ 茨城ハブセンター
総和ライオンズクラブ 女性部
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
総和ボランティアサークル
古河さわやかステップ
㈱エイ・アイ・エス
ダイセー倉庫運輸㈱
日本バイリーン㈱
㈱積水化成品関東

氏名・団体名
陽だまりの会
総和中央病院
㈱伊藤鐵工所
㈲栗田製作所
㈲海老沼加工
植竹 勝子
渡辺 弘子
隆星会
匿名（１名）

◆お問い合わせ先

明治安田生命
古河営業所 様

ジブラルタ生命保険㈱
つくば支社古河営業所 様

地域福祉課

TEL 0280-48-0808

2022.10.1
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も もち

第11回古河市認定ヘルパー
養成研修を開催しました！
令和４年７月21日（木）・22日（金）古
河福祉の森会館において、第11回古河市認
定ヘルパー養成研修開催しました！
当日は12名の方々にご参加を頂き、全員
が無事に修了することができました。
今後古河市認定ヘルパーとしてのご活躍を
期待しています！

初回記念

ゃんブログみてね！！

嘱託職員募集
職
種 保健師・看護師・介護支援専門員
採用予定人数 若干名
勤務内容 居宅介護支援事業所または、地域
包括支援センターの業務全般
応募資格 保健師、看護師、介護支援専門員
いずれかの有資格者で普通自動車
免許所持者（AT限定可）
勤務時間 平日勤務（月曜日～金曜日）
午前８時30分～午後５時15分
申込・問合せ先
地域福祉課 福祉総務係
電話 0280－48－0808
詳しくはホームページを
ご覧ください。

社協クイズ！！！
抽選で正解者50名様に（社協オリジナルグッズ等）プレゼント
問題

エレベーターの中にある大きな鏡は何のためにある？

①髪の毛や洋服など身だしなみを整えるため
②写真を撮るため
③車イスの人が後ろ向きに出る時、後方確認をするため

ハガキ、メール、QRコードからご応募お願いします。
①お名前 ②ふりがな ③郵便番号 ④住所 ⑤電話番号
⑥年齢 ⑦答え ⑧広報誌で取り上げてほしい内容等
【締切 令和４年10月28日（金）必着】
応募対象：古河市在住・在勤の方
●ハガキの方
〒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
●メールの方
syakyoquiz@koga-syakyo.jp
●Googleフォームの方
QRコードを読み取りください
いずれかの方法でご応募ください。
※当選者の発表は賞品の発送をもって代えさせていただきます。
※答えはホームページ（11月頃）に掲載します。
※個人情報は本事業のみ使用いたします。

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
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