〜わたしたちでつくる やさしいまち〜

平成26年6月号

No.265

■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

地域ケアセンターの運営

ボランティアセンターの運営

社会福祉
法
人

神栖市社会福祉協議会事務局(神栖市溝口1746-1) TEL 0299-93-0294(代表) FAX 0299-92-8750(代表)
発行
メールアドレス
ホームページ

☆平成２６年度 高校生の進路アシストカレッジ開講決定！！☆

「将来、福祉の仕事をしたい」「医療の仕事に興味がある」な
ど、介護職や看護師、保育士やソーシャルワーカーなどの専門職
を目指す高校生を対象に“専門職になるために必要な知識や技術

発達障害療育者への巡回相談 保育園･幼稚園14施設訪問

とは何か”を直接働く現場で体験できる講座を開講します。
参加者はみんな高校生です。高校卒業後の進路として、福祉・
医療・保育関係の大学や専門学校への進学、就職を考えている仲
間と共に将来の仕事について学び合う事ができる機会です。

■開講日：平成26年

月

日（水） 午前10:00〜

■場 所：神栖市保健・福祉会館及び市内各施設
■日 程：全７日間（講話･交流３日間、職場体験４日間）
■対象者：神栖市在住の高校生もしくは
神栖市内の高校に在学中の生徒
■応募条件：全日程に参加できる方
（実習は右記期間内で４日間行います）
■募集定員：20名
■参加費：無料
■申込受付：７月１日（火）〜1８日（金）
■問合先：神栖本所 地域福祉推進センター 飯田・下田
電話：０２９９−９３−０２９４

第19７回 地域ネットワーク勉強会のお知らせ

日 程 表
【１日目：オリエンテーション】
7/23(水) 10:00〜15:30
【２日目：講話、交流】
7/24(木) 9:30:〜16:00
★食事作りや遊びを通して仲間との
絆や思いやりを育みます。
【３日目〜６日目：施設体験】
7/28(月)〜8/8(金) 9:00〜16:00
★上記期間の内４日間体験します。
※高齢者施設、障害者施設、保育所（園）、
医療機関等
【７日目：講話、交流】
8/18(月) 10:00〜16:00
※全課程修了者には修了証を交付します。

６月２４日(火)
午前１０時〜正午
保健・福祉会館 ２階 研修室
参加費無料・申込み不要

現在、全国で約26万世帯にひきこもり状態の人がいると言われています。外に出なくなる、笑顔がなくな
る、家族との会話がなくなる･･･。ひきこもり状態に陥ってしまった人は何を感じ、望んでいるのか。近くにい
る家族は、何かをしてあげたいけれど、何が出来るのか分からないまま、時が過ぎてしまうことがあります。
また、様々な支援を受けたとしても期待した成果が得られないとすぐに諦めてしまいがちです。
今回の勉強会では、ひきこもりの概要から現状、その背景や特徴を、茨城県精神保健福祉
センターのスタッフに、センターの役割や取り組みを交え、わかりやすく伝えて頂きます。
当事者やその家族、各支援機関の職員方など、ひきこもりについて関心のある方々の参加
をお待ちしております。

ボランティア
事業
33,630千円

283,103千円
○会費収入
○寄付金収入
○補助金収入
○受託金収入
○共同募金の配分金
○
○
○積立金の取り崩し
○その他の収入
○前期からの繰越金

17,173千円
3,875千円
81,815千円
126,695千円
3,309千円
9,609千円
4,956千円
2,500千円
18,445千円
14,726千円

地域福祉事業
64,508千円

法人運営
59,563千円

デイサービス
71,626千円
福祉
作業所
25,893千円

居宅介護支援事業所の運営
…3,740千円
※25年度で事業終了
ケアプランの作成 327件
ホームヘルプサービスの運営
…14,027千円
訪問件数 3,764件
訪問時間数 4,097時間
デイサービスセンターの運営
(市の指定管理者)
延利用者数 3,429名
福祉作業所の運営(市の指定管理者)
延利用者数 3,905名

神栖市社協が実施する地域福祉事業は住民の皆様から寄せられる会費によって支えられています。一般・特
別会員（会費額:一般1,000円、特別5,000円）は行政区の協力により、各世帯に加入をお願いしています。
行政区未加入の方も、最寄りの社協窓口で加入受付をしています。窓口へお越しになれない場合でも、銀行
振込による加入のご案内をさせていただくことができます。
法人会員加入のご案内(会費額:１口10,000円、２口以上)はダイレクトメールで順次、企業・事業所様にお
送りしています。ダイレクトメールが届かない場合でも、加入をご検討いただける企業様は、お手数ですが
下記までご連絡ください。ご案内をお送りいたします。
ぜひ社協会員としてご加入いただき、神栖市の地域福祉向上にご参加ください。
○神栖本所 溝口1746-1 保健・福祉会館内 電話:0299-93-0294（担当：名雪）
○波崎支所 土合本町3-9809-158 はさき福祉センター内 電話:0479-48-0294（担当：篠塚）

かみす社協ニュース

〜子育てサポーター養成基礎研修〜

当事者グループとは、共通の課題を抱える人同士の集いです。お互いに抱える共通の課題を題材に、情報交
換や交流を通じて、理解を深めたり共感しあえるグループ活動です。当事者グループに参加してみたい、当事
者グループについて知りたい方は、お気軽にお問い合わせください。

“かみすファミリーサポートセンター”は、安心して子育てができる環境づくりをめざし、
子育ての手助けをして欲しい人(利用会員)と子育てのお手伝いをしたい人(サポーター)が登録
し、地域で支え合う子育て支援活動を行っています。

6月は2日(月)開催（毎月第１月曜日開催）場所：保健･福祉会館内
“介護者の会わかば”は、介護経験のある人、現在介護をしている人・受けている人が毎
月１回集まり、気分転換や情報交換、また日頃の介護について本音で語り合っています。
また、季節に合わせてお花見やクリスマス会などのお楽しみ企画も満載で、介護の合間の
「ひととき」を過ごすことができ、気分転換がはかれる集いの場となっています。
(代表の立谷さん)
参加されている皆さんで介護にまつわ
るエピソードを話しあい、介護を終えた

■
「認知症カフェ」を開催します。この日ばかりは介護を忘れて、

子育ての経験を活かしたい方、空いた時間を有効に活用したい方など、子育てサポーターとして地域で活動し
てみませんか？子育て支援にご協力いただける方の参加をお待ちしています。

【研修日程】
月 日
6月10日

１
(火)
日
目 10:00〜
15:00

お茶を飲みながら一緒に息抜きしませんか？

先輩方からいろいろなアドバイスを頂け

：平成２６年７月７日(月) 10:00〜12:00

ます。ちょっとでもストレス解消の場と

：神栖市保健･福祉会館 健康相談室

なればと思っています。介護だけの話し

：１００円（焼きそば、飲み物付）

ではなく、自分の老後についても考えた

※飛び込みでの参加もOKです♪

り、情報を得られる場所ですので、気軽

：介護者の会わかば

に参加してください。

代表 立谷：TEL090-4945-0661

6月は11日(水)開催（毎月第２水曜日開催）
場所：保健･福祉会館内

6月11日

２
(水)
日
目 10:00〜
15:00

内

容

講

オリエンテーション

事務局

現代の子育てを取り巻く環境
神栖市の子育て支援の現状
子どもと関わる時の心構え
親との関わり方

師

市子ども課
JACC認定心理
カウンセラー

子どもの成長に添った関わり方 永瀬春美氏
子どもの事故と安全
神栖済生会病院
小児救急看護
よくある病気と事故の対処
認定看護師

緊急時のケガ･病気の対処(実技) 高松 薫氏
サポート活動の流れと心構え

保育施設への送迎や、保育施設の時間外や学
校の放課後、保護者が買い物などで外出の際に
お子さんをお預かりします。
お預かりする場所は、利用者宅やサポーター
宅、市内の児童館や公共施設などです。
★午前7時から午後7時
650円/時間
★午前6時から午前7時及び
午後7時から午後10時
750円/時間

事務局

★会場：神栖市保健･福祉会館 2階 研修室 ★受講料：無料

※研修後にサポーターとして登録された方のうち、希望される方
は、市内の「子育てひろば｣でサポート体験を行います。
※サポート力向上のため、現在サポーターとして活動中の方も、
この研修を受講することができます。

ご家族の性格が急に変わってしまったり、極端な記憶障害がみられるとき、それはもしかすると過去の病

利用会員

気や事故、もしくは転倒などによる頭部への外傷を原因とする「高次脳機能障害」かもしれません。

市内在住･在勤の方
2ヶ月以上のお子さんがいる方

サポーター
市内在住の方で
心身共に健康な方

高次脳機能障害は、ひとりひとりの症状も様々で、目に見えない部分のことな
ので、家族や周りの人たちはその対応に戸惑う毎日を送っています。そんな日々
を送りながらも、この会に集まるとアットホームな雰囲気や会話にホッと一息
つくことができる時があります。
高次脳機能障害を考える会では、お互いの近況を話し合ったり、情報交換を通
して交流を深めています。診断のついていない方でも、上記のような症状のある
方が身近にいる方は、一度会に参加してみませんか？

☆寄付金預託☆
神栖トーホーボール
板寺とみ子
谷夕子ファンクラブ

合計 26,413円
923円
4,490円
21,000円

問合先：社協神栖本所 担当：飯田 TEL0299-93-0294

開催！６月のわくわくサロン・子育てサロン

４月11日、谷夕子ファンクラブ様か
らチャリティーカラオケ大会参加者の
皆様から寄せられた寄付金21,000円を
いただきました。
お寄せいただいた善意は、神栖市社
協が実施する地域福祉事業へ大切に活
用させていただきます。ありがとうご
ざいました。

☆物品預託☆
昭和アステック(株)鹿島営業所

三菱化学(株)鹿島事業所

匿名2件

相原良雄 JFE条鋼(株)鹿島製造所 鹿島石油(株)鹿島製油所 大和田土木(株)
三菱化学(株)鹿島事業所 ダリヤリックス(株)鹿島支社 三国屋建設(株)
鹿島共同再資源化センター(株) イワタニ関東(株)鹿島営業所 匿名4件
小関トキ子 (株)井口不動産 (株)東部
太陽肥料(株) 鹿島石油(株)鹿島製油所
三国屋建設(株) JFE条鋼(株)鹿島製造所
日本配合飼料(株)
大和田土木(株)
神栖市女性の会
神栖済生会病院
匿名７件
栄興業(株)鹿島営業所
三菱化学(株)鹿島事業所
イワタニ関東(株)鹿島営業所
ダイヤリックス(株)鹿島支社
鹿島共同再資源化センター(株)
昭和アステック(株)鹿島営業所

塙 昇(紙おむつ19袋)
遠藤義雄(紙おむつ6袋)
(株)東部(書き損じハガキ88枚)
加瀬千代子(書き損じハガキ10枚)

JFE条鋼(株)鹿島製造所
(使用済みインクカートリッジ25個)
匿名7件(書き損じハガキ89枚､タオル7本､
使用済インクカートリッジ49個､尿取りパ
ッド4袋､紙おむつ2袋､布多数)

