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地域デビュー地域デビュー

　ボランティア体験月間（７／１～８／３１）に、児童が体験学習を通じて福祉に興味、関心を
持ち、子どものときから福祉の目を育むことで、ボランティア活動への取り組みのきっかけ
となることを目的とし実施します。
※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。

◆ふくしチャレンジスクールの目的◆◆ふくしチャレンジスクールの目的◆

一泊二日の宿泊を通じて
　　　　　友達の輪を広げよう！

◆問い合わせ先　地域福祉課　☎48－0808
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ふくしチャレンジ スクール
楽しい 企画満載!!

２デイ編

夏休みの思い出をつくろう!1デイ編
☆開催日： ８月2日（木）
☆対　象： 小学１・２年生
☆会　場： とねミドリ館
☆内　容： 手話遊び！
 災害非常食をつくろう！

お出かけして、
　体験してこよう！

ツアー編

☆開催日： ８月23日（木）

☆対　象： 小学３・４年生
☆場　所： 栃木県防災館
　　　   ： 東日本盲導犬センター
☆内　容： 自然災害体験、
 盲導犬体験もあるよ！

☆開催日： ８月５日（日）～
 ８月６日（月）
☆対　象： 小学５・６年生
☆会　場： さしま少年自然の家
☆内　容： 楽しみながら防災の
 知恵や技を学ぼう！
 みんなでキャンプ
 ファイヤーを
 楽しもう！

みんなでカレー作り!おいしく出来るかな?

キャンプファイヤーを囲んでレクリエーション アイマスクをして盲導犬体験

風速30メートルを体験!!

みんなで手話を練習
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◆問い合わせ先　地域福祉課　☎48－0808

子供の
味方

仲間
づくり

社会
貢献

おもちゃ再生人
入門編

おもちゃドクタ―養成講座開催

おもちゃ
ドクター

おもちゃ
ドクター
になりませんか。

お子さんやお孫さんの
壊れたおもちゃを直すボランティア
『おもちゃドクタ―』を知っていますか。

　おもちゃドクターは、玩具再生の喜びや修理を
必要とする方々の笑顔に出会えます。
　さらに、おもちゃ修理を通じて、子どもたちに
“モノを大切にする心”や再使用の
意義を育くませることもできます。
　皆さんの生きがいづくりを
おもちゃドクターで実現しませんか。

◆開催日時 平成30年7月3日(火)午後1時～午後4時
 平成30年7月4日(水)午前10時～午後4時
 ※2日間受講出来る方
◆ 会　　場 古河福祉の森会館　創作室2号
◆ 対　　象 古河市内に在住または在勤で
 「おもちゃドクター」に興味がある方
◆ 定　　員 10名
◆ 参 加 費 2,000円
◆ 申込方法 古河市社会福祉協議会各窓口へ参加費を添えて
 お申し込みください。

2018.6.1 社協だより 5

　社協では地域コミュニティ推進の一環として、人材育成の事業を実施しています。
今、古河市においても地域の皆さんで支えあうシステムづくりが必要になっています。
　ぜひ！みなさんの貴重な経験や知識を生かして「地域づくり」に参加しませんか？

　古河市では、昨年度から介護予防・日常生活支援総合事業を開始し、高齢者を支え
る新たな担い手の体制を整備しています。ホームヘルパーの資格がない方でも、この
研修を受けることで、「古河市認定ヘルパー」として、市内の家事応援訪問サービス実
施事業所で働くことができます。

今回の講座は「ももちゃんお助け隊」（家事補助、ちょっとしたお手伝いをする有償の
ボランティア）の養成の講座になります。

古河市認定ヘルパー養成研修その1

地域サポーター養成講座（実践編）その2

◆開 催 日 平成30年6月26日(火)～27日（水）の2日間
◆時　　間 午前9時半～午後3時15分
◆会　　場 福祉の森会館　視聴覚室
◆対　　象 市内在住で古河市認定ヘルパーとして
 就労する意思のある人。
◆参 加 費 無料
◆定　　員 30名
◆申 込 み 電話での申し込みになります。
 氏名、住所、電話番号、生年月日をお知らせ下さい。
◆締　　切 6月18日（月）※定員を超えた場合は抽選になります。

◆開 催 日 平成30年7月11日(水)
◆時　　間 午前9時半～正午
◆会　　場 福祉の森会館　研修室7
◆参 加 費 無料
◆定　　員 20名
◆申 込 み 電話での申し込みになります。
 氏名、住所、電話番号、生年月日をお知らせ下さい。
◆締　　切 7月4日（水）※定員を超えた場合は抽選になります。

・家事応援訪問サービス従事者としての心得や倫理
・家事応援訪問サービスでしか行うことが出来ない行為
・高齢者の心と体に関する理解
・介護保険の概要

前回の研修の様子

ももちゃんお助け隊

・ももちゃんお助け隊って何？
・出来る事・出来ない事

研　修
カリキュラム
研　修

カリキュラム

講座内容講座内容
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◆問い合わせ先　在宅支援課　☎47－0150

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からの委託を受け、実施しています。

☆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。

利 用 料利 用 料

利用時間利用時間

休 業 日休 業 日

午前９時～午後６時

利用方法利用方法 ①古河市の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。

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）

2018.6.1 社協だより 7

・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。

　家計相談支援員が、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。

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

家計に関する相談を
　　　　　　受付けています！

◆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

生活や仕事で悩みや不安を抱えている方の相談窓口

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。
※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。

秘密厳守
相談無料

予約制
です
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地域デビュー地域デビュー

平成３０年度実施事業

（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の開催
⑦法人後見運営委員会の開催
⑧衛生委員会の設置・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産業医の選任【新規取組】
⑤衛生委員会の設置【新規取組】
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（４年目）
②古河市社会福祉協議会経営改善計画
　（３年目）

１．法人運営

（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研修生受け入れ

２．ボランティア活動の推進・
　  福祉人材育成事業

（１）古河市老人クラブ連合会事務局の運営支援
（２）古河市身体障害者（児）福祉団体連合会事務局の運営支援
（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

３．支援・援助事業

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

４．貸付事業

（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要援護金世帯援護金配分
②歳末地域たすけあい事業配分
③歳末たすけあい事業
・ふれあい陶芸体験【新規取組】
・ふれあい太巻きづくり【新規取組】

５．共同募金への協力

（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【新規取組】

（４）移送サービス事業

６．介護保険事業

（１）指定居宅介護事業
（２）障害者移動支援事業

７．障害者総合支援事業

（１）日常生活自立支援事業
（２）成年後見制度推進事業（相談事業・市民後見人育成事業）
（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介護予防ケアマネジメント業務
②指定介護予防支援業務
③総合相談支援業務
④権利擁護業務
⑤包括的・継続的ケアマネジメント業務
⑥認知症施策総合推進に関する業務

（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家計相談支援事業【新規取組】

（７）生活支援体制整備事業

８．受託事業

（１）総和老人福祉センター「せせらぎの里」管理運営事業
９．指定管理事業

古河市社会福祉協議会 事業計画

平成30年度 古河市社会福祉協議会 一般会計 予算

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
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平成 30 年度

基本
目標

予算額　642,718千円 (単位：千円)

＜収入＞ ＜支出＞

居宅介護
支援事業
63,482

指定居宅介護事業
53,436

会費収入

事業収入

介護保険等事業収入

障害者福祉サービス等
事業収入

15,059
1,400

88,336

11,140

143,700
401

4,653

1,600

21,311

地域生活支援
事業収入

その他の収入

その他の活動に
よる収入

10,787

事業区分間
繰入金収入

13,891

拠点区分間
繰入金収入

1,489サービス区分間繰入金収入

153,372
前期末支払資金残高

寄附金収入

537小口貸付事業

2,369
陶芸教室事業

239
心配ごと相談所事業

162.437
法人運営

30,870
共同募金配分金事業

4,170
ボランティアセンター
運営事業

6,715
成年後見事業

305
生活福祉資金
貸付事業

13,250

ふれあいの
湯運営事業

38,848

老人福祉センター
管理運営事業

2,041
老人福祉センター
売店事業

245自動車運送事業

11,125
デイステイ事業

8,652
日常生活自立
支援事業

27,465
生活困窮者自立
支援事業

10,626

生活支援体制
整備事業

2,051

在宅福祉サービス
センター運営事業81,545

古河地区地域包括支援
センター事業

52,776

三和地区地域包括支援
センター事業

69,534

訪問介護
事業

経常経費
補助金収入

受託金収入
175,579
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⑦法人後見運営委員会の開催
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支援事業

10,626

生活支援体制
整備事業

2,051

在宅福祉サービス
センター運営事業81,545

古河地区地域包括支援
センター事業

52,776

三和地区地域包括支援
センター事業

69,534

訪問介護
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◆問い合わせ先　地域福祉課　☎48－0808

誰もが安心して暮らせるまちづくりの実現をめざして

平成３０年度 社協会費ご協力のお願い平成３０年度 社協会費ご協力のお願い

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

一般会費 １世帯 300円 10,939,230円
特別会費 １ 口 1,000円 640,000円
特別大口会費 １ 口 5,000円 3,696,000円
合計   15,275,230円

平成２９年１１月１日から平成３０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２９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３６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）
富士ゼロックス茨城㈱　　　　　ほっかほっか大将亭総和店
荒井電気管理事務所　　　　　　㈱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、福祉コミュニティーの推進、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。
ご協力をお願い致します。

※ご協力お願いいたします。
　特別大口会員は、社協だよりに掲載致します。

平成２９年度　会費実績
（平成29年4月1日～30年3月31日）

★特別大口会員の皆様をご紹介します
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自分のまちの応援団自分のまちの応援団
◯寄付金
 氏名・団体名 金　額 氏名・団体名 金　額

◯寄 贈

茨城県退職公務員連盟古河支部三和部会 タオル122枚
明治安田生命古河東営業所 フェイスタオル、シーツ
古河市三和くらしの会 おむつ、パット
総和保育園 絵本多数
なの花会 雑巾150枚
石川　洋子 電動ベット1台
匿名(6名） 雑巾多数・おむつ多数
 玄米30㎏・ﾊﾟﾝｼﾞｰ苗100本

 氏名・団体名 物　品

◯収集ボランティア
氏名・団体名

(敬称略・順不同)

関東西濃運輸労働組合古河支部様

古河ライオンズクラブ ¥100,000
関東西濃運輸労働組合　古河支部 ¥70,000
古河市体育協会
古河市スポーツレクリエーション本部 ¥40,102

沢れい子後援会古河支部 ¥30,255
社会福祉法人　愛和会　希望の森 ¥7,010
ﾃﾞｲﾘｰﾔﾏｻﾞｷ総和東店（募金箱） ¥4,822
新春歌まつり実行委員会 ¥28,270
㈱ベルク　古河駒羽根店 ¥7,990
㈲セキグチ書店（募金箱） ¥13,431
ダイセーロジスティクス㈱ ¥2,116
古河和太鼓保存会 ¥11,972

せせらぎの里（募金箱） ¥798
下山郵便局（募金箱） ¥7,876
社協窓口（募金箱） ¥2,870
山中商店（募金箱） ¥6,759
ワークマン総和店（募金箱） ¥5,684
原町若原サロン ¥2,924
古河みずほ会 ¥22,032
YC古河中央 ¥4,320
古河　しのぶ ¥22,082
瀬下　英一 ¥16,190
中山　コロ ¥6,566
匿名（4名） ¥6,900

古河市体育協会　古河市スポーツレクリエーション本部
茨城県退職公務員連盟古河支部三和部会
ヤマザキビスケット㈱古河事業所 
古河七小ボランティア委員会
セブンイレブン茨城三和南店
㈱積水化成品関東　水の会
古河さわやかステップ 
平河ヒューテック㈱ 

古河市体育協会古河市スポーツレクリエーション本部様

古河ライオンズクラブ様

古河七小ボランティア委員会様

明治安田生命古河東営業所様新春歌まつり実行委員会様

日本バイリーン㈱
カーネーション 
㈲日翔機械工業
栗田製作所
水海小学校
新婦人そよかぜ

イーエス商会
陽だまりの会 
久能サルビア会
遠藤　セツ子
匿名（1名） 

○寄付をいただいた皆さんをご紹介致します　平成30年1月～4月

(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）



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、

・開催日　９月２２日（土）（予定）
　　　　　雨天時９月２３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です。
ぜひご来場下さい！！
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　１月１９日（金）ホールファミリーケア協会より講師
をお迎えし、参加者２４名のみなさんで傾聴の基本的な
知識を学びました。
　『聞く』ことでない『聴く』ことの大切さや相手の気持
ちを受け止めることなどを実技を交えながら、講義をし
ていただきました。修得した知識・スキルを今後、地域や
ボランティア活動等に活かしていただきたいと思いま
す。

４月１日より、古河市社協に４名の職員が入りました。どう
ぞよろしくお願いします！

・古河市ボランティア協会
※平成３１年３月３１日まで募集しております。
　引き続きご協力お願いいたします。

左から上林さん・星さん・中江川さん・濵野さん
かんばやし ほし なかえがわ はまの

　古河社協介護ステーションでは、登録ヘルパーを随
時募集しております。
　介護職員初任者研修以上（訪問介護員２級等）の資格
のある方、一緒に働いてみませんか？
　実務経験がない方やブランクがある方でも、やる気
と熱意をお持ちであれば応募大歓迎！
　仲間思いのスタッフ達が、現場で活躍できるまで丁
寧に指導いたします。
　興味のある方、気軽にお問い合わせください。
　６０代のスタッフも活躍しています。
★問い合わせ：在宅支援課　☎４７－０１５０

　３月１８日(日)古河市総和老人福祉センター集会室に
おいて、カラオケ大会を実施いたしました。
　当日は３８組のエントリーがあり、大広間の通信カラ
オケによる採点方式で競いました。
　１００点満点が３名もおり、決勝を行うなど大いに盛
り上がりました。

　錦町にあるサロンはカラオケを通じての活動をしてい
ます。カラオケといってもテープを流し、会員さんの手作
り歌詞カードで歌います。
　訪問したこの日も、懐か
しい曲から新しい曲まで
楽しく歌いました。
サロンの会員数は１２名。
最高年齢は９５歳！
歌うことが健康の秘訣な
んですね！

いきいきサロンカラオケ会（すみれ会）

古河社協ももちゃんブログ

福祉のまつり開催
（仮称）古河ふれあい広場２０１８

傾聴ボランティア養成講座
開催しました

ふれあいいきいきサロン紹介

新しい仲間がふえました♪

登録ヘルパー募集

カラオケ大会INせせらぎの里が大盛況 平成 29 年度 熊本地震義援金追加報告

informationinformation 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。


