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■かみす社協ニュースは皆様から寄せられた会費を使用して発行しています

神栖市社協では、統合失調症などの精神障害を抱えご自宅で生活して
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いる方を対象に、市内2カ所でグループ活動を実施しています。
社協が行っているデイケアは、誰もが無理なく参加できる調理や手工
芸、カラオケなどから、お花見やバーベキューなど季節ごとのレクリエ
ーションを中心に行っています。

神栖市社協の平成26年度予算は、引き続き「より支援の充実が望まれる分野の福祉

活動は、作業療法士（精神科）や精神保健福祉士、社会福祉士などの

向上｣「住民参加によるやさしいまちづくり」を推進していくための編成をしました。

専門スタッフが担当しています。

社協ホームページでは平成26年度事業計画・予算の詳細をご覧になれます。

地域福祉事業
ボランティアセンター事業
福祉の相談窓口として、医療・福祉・保健・教育等
ボランティア活動に関する相談をお受けし､活動した
い方と活動をしてほしい人のコーディネートをします｡
の各機関と連携し、相談から解決までの仕組みづくり
ボランティア講座の開催や、高齢者サロン・
に取り組んでいます。
子育てサロンの支援、活動の打合わせ等に
○障害者相談支援事業所の受託運営
利用できる交流サロン(保健福祉会館
○障害者計画相談支援事業所の運営
内)の運営等を行っています。
○こころの相談室、精神保健デイケア
○ファミリーサポートセンター
地域福祉
の実施(一部を市より受託)、
の受託運営
50,887千円
30,667千円
精神障害者家族会の支援
○福祉活動基金の運用
○発達障害(児)者の地域生活支援
○ひとり暮らし高齢者の社会
26年度予算
幼稚園教諭・保育士等を対象と
参加事業、ボランティア
法人運営
273,949千円
サークルへの助成、高校生
した発達障害サポート相談、
59,177千円
を対象とした進路アシスト
発達障害療育者研修会の開催
障害者
カレッジの開催
等
○高齢者相談センター(波崎支所)の
デイサービス
受託運営
61,445千円
神栖市への職員派遣 18,596千円
福祉作業所
○鹿島特別支援学校児童の放課後支援
社協の専門職を行政の福祉部門へ
38,536千円
派遣し、専門的な相談支援業務を通
事業(波崎支所)の受託運営
ホーム
じて公の福祉増進に貢献します。
○鹿島特別支援学校児童の長期休暇 ヘルプサービス
14,641千円
預かり事業(波崎支所)の自主運営
障害者デイサービス
○福祉サービス利用援助事業の受託運営
福祉作業所
（茨城県社協受託事業）
神栖市の指定を受け、平成26年4月から神栖市全域
○車いすのまま乗れる福祉車両の貸出
を対象としてサービスを実施しています。
※事業のご案内を本紙裏面に掲載しています
○介護機器の貸出 等
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神栖市社会福祉協議会が実施する地域福祉事業は皆様からの「会費」によって支え
られています。神栖市社協では現在、主に行政区の区長さんはじめ役員の方々のご協
力をいただき、一般･特別会員の募集をしています。
行政区に加入されている方
行政区を通じて会員を募集をしています。募集時期は行政区によって異なります。
１年を通じて最寄りの社協窓口でご加入の受付をしておりますので、ご協力をお願
いいたします。窓口へお越しになれない場合は銀行振込によるご加入のご案内をさせ
ていただきます。お気軽にお問い合わせください。
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春は花見！
満開に咲き乱れる
桜を見ながら散歩

病気から来る生活のしづらさや悩み事など、同じ病気を抱えている仲
間だからこそ解り合えます。デイケアでの活動を通して、他の人との関
わりや病気との付き合い方を学び、生活のリズムを整え社会参加のため
の一歩を踏み出してみませんか？
その一歩、神栖市社協が後押しします。
秋は遠足！昨年は
動物とのふれあい

精神保健デイケアに参加を希望される方や、精神障害を抱えている
本人、もしくはご家族の方でお悩みの方はお気軽にご相談下さい。

○対 象 精神科に定期通院中で主治医よりデイケアの利用を認められている方
○費 用 無料 活動内容によって実費程度の負担
○開 催 神栖地区「青空」

毎週水・金曜日 場所：神栖市保健・福祉会館

波崎地区「ほのぼの」毎週火・木曜日 場所：はさき福祉センター
○申込み 新規利用希望の方は見学参加有り 利用決定は市障がい福祉課が行います
○問合せ 「青空」

0299-93-0294 担当：社協神栖本所 奥村

「まずはお電話を！」

「ほのぼの」0479-48-0294 担当：社協波崎支所 坂本

第19６回 地域ネットワーク勉強会のお知らせ

５月２２日(木)
午後７時〜午後９時
保健・福祉会館 ２階 研修室
参加費無料・申込み不要

障害者職業センターは、専門的な職業リハビリテーションを実施するとともに、地域の関係機関に対して、職
業リハビリテーションに関する助言・援助を行う、障害者雇用促進法に定められた機関です。
障害者職業カウンセラーはセンターに配置される専門家で、障害者に対して職業評価、職業指導、職業準備訓
練及び職場適応援助等の各種の職業リハビリテーションを個々の状況に応じて実施します。また、事業主に対し
ても、障害者の雇入れや雇用継続、職場復帰等の支援や雇用管理に関する助言や情報提供を行います。
今回の勉強会では障害者職業センターの役割と障害者個々に応じた職業評価の流れ、
具体的な相談事例から考える就労に向けた事前準備の重要性、長く働くためのポイント
など、障害者が就労し、仕事を継続するために必要なことを伝えて頂きます。
保護者の皆様、特別支援教育コーディネーター、支援機関の職員、企業人事担当の

＜会費額＞
一般会費 １口 1,000円
特別会費 １口 5,000円

方など、障害者の就労支援に携わる関係機関の方々の参加をお待ちしております。

かみす社協ニュース
障害のある方の充実した生活をサポート

開催！５月のわくわくサロン・子育てサロン

障害者デイサービスセンターのぞみ
【生活介護事業所】
デイサービスセンターのぞみは、入浴･食事･健康管理
などの基本サービスはもちろん“おいしい･楽しい･居心
地いい”を感じていただけるよう、芸術祭や初詣などへ
の外出、お風呂も菖蒲湯やゆず湯など、一年を通じて楽
しめるプログラムを揃えて、皆様をお迎えしています。

今年の花見。満開の桜の下で。

☆デイサービスを利用されている方から感想を一言☆
◆正直、初めての利用日は不安がありました。でも、以前から利用して
いる方が声をかけてくれて、安心したことを覚えています。その方と
は今でも同じ利用日に、楽しく過ごしています。
◆食事が一番の楽しみです。特にバイキングの時は１０品目くらいから
好きなものを選ぶことができるので気に入っています。いろいろある
メニューの中で、オムライスが一番好きです！
◆今年の神之池の桜は最高でした。一人で出かけることが難しいので、
外出活動は楽しみの一つです。
みんなで熱唱。カラオケは
◆体調が崩れやすいので短時間で利用しています。ゆったり入れるお風呂は格別です。 人気のプログラムです。
◆お風呂は他の人と一緒に入ると思っていましたが、カーテンで仕切られていて人に見られることなく安心し
ました。もっと早く利用すればよかったなぁと思いました。

わくわくサロンあけぼの
知手中央仲町地区にお住まいの高齢者や子育て中の親子を対象に『わくわくサロンあけぼの』がスタート。お茶
を飲みながらおしゃべりや歌、レクリエーションなどを通じて、地域で仲間づくり活動をしましょう。

◆日 時：平成26年５月２日（金）10:00〜14:00 ※毎月第１金曜日に開催します！
◆場 所：知手中央仲町公民館(神栖市知手中央8-9-20)

◆参加費：500円/回（昼食･茶菓代）

【問合先】わくわくサロンあけぼの 代表：松本 TEL 0299-96-4072

子育てふれあい広場『ひよこ』
働く喜びを仲間とともに

福祉作業所きぼうの家
【就労継続支援Ｂ型事業所】【生活介護事業所】

子育てふれあい広場ひよこは、親子同士が体操や手遊びなどをしながら、楽しい時間を過ごしています。ま

内職作業。
ゴムの余分な
部分を除いて
製品を完成さ
せます｡

た、子どもの月齢や住んでる地域が近い方同士で情報交換することで、ママ友を作るきっかけのお手伝いをし
ています。ぜひ、お子さんと一緒に遊びに来て下さい。
◆日 時：平成26年５月15日（木）10:00〜11:30［毎月第３木曜日開催］
◆場 所：市保健･福祉会館 集会室B ◆参加費：無料 ※事前申込み不要
◆対象者：子育て中の親子(年齢は問いません)
【お問い合せ先】★保育サポーターひよこ 代表:田中 TEL 0299-93-0603
★ボランティアセンター 担当:下田 TEL 0299-93-1029

きぼうの家では、ミシンなどが得意な方には縫製、体力に自信が
あり外での作業が好きな方には農耕、まずは簡単な作業からチャレ
ンジしたい方には内職を…といったように個々が得意とする作業を
通じて、達成感や働く喜びを分かち合っています。
また、仲間と一緒に楽しみ、リフレッシュを図るレクリエーショ
ンも積極的に取り入れています。

☆寄付金預託☆

☆きぼうの家 利用者・ご家族の声☆
◇毎日みんなと会えて、話すのが楽しい。
◇作業所で仕事をすることに、やりがいを感じているようです。
◇送迎を利用出来るので、通所途中の心配がなく安心です。
◇作業だけでなく余暇活動もあるから、本人も毎日楽しみにしています。
創作活動(ちぎり絵)

「デイサービスセンターのぞみ」と「きぼうの家」では、見学・体験参加を随時受け付けています。
是非一度、遊びに来てください。お待ちしています！
◇
◇
◇

市内にお住まいの１８歳以上の身体・知的・精神障害者
障害区分・所得に応じて違いがあります
にゅうい
ましろ
障害者デイサービスセンターのぞみ 電話：0299-93-1063（担当：乳井・萬代）
福祉作業所きぼうの家 電話：0299-92-4113（担当：大川）
いずれも所在地は神栖市溝口1746番地1です

合計 25,160円

正木彰一

850円

匿名4件

14,310円

長谷川さよ子

10,000円

☆物品預託☆
徳増康弘 井上裕代
(株)ネオ･ハウス
三菱化学(株)鹿島事業所 三国屋建設(株)
鹿島石油(株)鹿島製油所
菅崎牛乳店
匿名7件

田中道子
井上裕代
栗橋勇弥
ばんなん賀
三菱化学(株)鹿島事業所
長谷川縫製
明治安田生命神栖営業所
波崎ホンダ
鹿島石油(株)鹿島製油所
三国屋建設(株) 昭和産業(株)鹿島工場
(株)藤代工務店 神栖アウトドアクラブ
(株)ネオ･ハウス (有)港南保険事務所
(株)鹿島三友鋼機
匿名10件
(株)寿商事オートバックス事業部

田中道子

(株)ネオ･ハウス

匿名3件

栗橋勇弥(紙おむつ2袋)
正木彰一(書き損じハガキ1枚)
ばんなん賀(書き損じハガキ30枚)
斉藤睦代(インクカートリッジ9個)
明治安田生命神栖営業所(折り鶴多数)

匿名12件(書き損じハガキ166枚､紙パンツ
2袋､紙おむつ9袋､尿取りパッド18袋､リハ
ビリパンツ1袋､タオル22本､ハンドタオル
18枚､絵本63冊､使用済みインクカートリッ
ジ171個)

