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『発達障害児の理解と支援』連続講座を開催します
〜第７期 発達障害療育者研修会（全５回夜間講座）〜

１１月２０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

保育園や幼稚園などの集団の場面で、先生がみんなに一斉に指示を出したときに従えない、年齢相応のコミ
ュニケーションが成立しない、一人だけ飛び出してしまう、みんなと別のことをしている、あるいは固まって
しまう、順番が待てないなど、ちょっと「気になる子」に対してどのように関わったらよいのか、今の関わり

この研修会は幼児期の集団生活の場に関わる保育士・幼稚園教諭を対象に、発達障害の

が合っているのかと迷ったり、悩んだりしていませんか？

特性を正しく理解し、実際の保育現場での関わり方や具体的な支援方法などを様々な視点

こういった行動は先生や家族を困らせようとしているのではなく、実際には子どもが「困っている」サイン

から学ぶことを目的としています。

を周囲の大人に発信している特徴的な行動の一つと考えられ、そこに支援の糸口があります。

子どもの発達状態に関係なく「どうしてできないの？」「なんでいうことをきかないの？」と、一方的に叱

今回の勉強会では、発達障害のある子やその疑いのある子は具体的にどのような場面で生活上の困難さを抱

ることは、子どもを傷つける結果となり、逆効果になる可能性があります。子ども一人ひとりの特性を理解し

えているのか、どのような支援が望まれているのか、子どもの発達段階と発達の特徴を照らし合わせながら考

て、早い時期から適切なサポートをすることが、子どものよりよい発達につながります。

えていきます。保育者や教諭、子育て支援関係者、保護者等子どもに関わる方々の参加をお待ちしています。

発達のスピードには個人差があるため「気がかりな行動がある＝発達障害」とは限りませんが、発達障害の
ある子への支援やその考え方は、全ての子どもの保育のヒントになります。保育園・幼稚園に勤務されている
方はこの機会にぜひご参加下さい。

※事前申し込みが必要です(ただし、左記の連続講座にお申し込み済みの方は必要ありません)。
第２０３回勉強会(１２月４日(木)開催)のお申し込みも受け付けています。
：神栖本所 地域福祉推進センター 担当：三浦 電話 0299-93-0294

第７期発達障害療育者研修会 日程表
研修科目及び講師

期 日

概 要

●講義 「子どもの発達段階と発達障害」
講師：県発達障害者支援センター センター長 大野真裕 氏
公開講座 ☆第２０２回地域ネットワーク勉強会と合同開催☆

・ʻ障害ʼとは何か
・子どもの発達段階
・発達障害の特性を理解する

●講義 「子どもの遊びと発達−感覚統合の視点から−」
講師：茨城西南医療センター病院 作業療法士 根本浩則氏
公開講座 ☆第２０３回地域ネットワーク勉強会と合同開催☆

・感覚統合とは
・遊びと発達の関係
・感覚統合の遊びや工夫

12月11日 ●講義 「発達障害のある子と家族支援のポイント」
(木)

講師：東京成徳大学 応用心理学部臨床心理学科助教 菊池春樹 氏

12月18日 ●講義 「子どもの特性から考える保育の工夫 １」
(木)

講師：公益財団法人鹿島病院 精神科医 佐藤奈美 氏

１月15日 ●講義 「子どもの特性から考える保育の工夫 ２」
(木)
●対

象

講師：公益財団法人鹿島病院 精神科医 佐藤奈美 氏

以下のすべての条件に合致する方が対象です。
① 保育士・幼稚園教諭
② 市内に在住もしくは在勤の方
③ 全５回すべてに参加できる方
（全課程を修了された方には修了証を交付します）

●定

員

３０名（先着順）

●場

所

神栖市保健・福祉会館

●主

催

神栖市社会福祉協議会

２階

研修室

・発達障害のある子の気持ち
・家族の障害受容の過程
・本人、家族に寄り添った支援とは
・問題行動の捉え方と支援
・診断する意味
・二次的障害とは
・指示の伝え方
・環境づくりのポイント
・事例紹介

〜あなたの暮らしの安心のために〜
この事業は認知症高齢者、知的障害者、精神障害者などの判断能力が不十分な方（認知症の診断を受けてい
る方や、療育手帳・精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方に限りません）が対象です。
ホームヘルプサービスなどの福祉サービスの利用、その他日常生活上の様々な契約をする時に自分ひとりで
判断するには不安がある、預金の出し入れや公共料金などの支払い方がわからないといったことでお困りの方
はご相談ください。

※日常生活自立支援事業は神栖市社協が茨城県社協より受託し実施しています

【主なサービスの内容】
●福祉サービスを安心して利用できるようにお手伝いします
情報提供や相談、利用における申込みや契約の代行など

●毎日の暮らしに欠かせない、お金の出し入れをお手伝いします
福祉サービス利用料の支払い、公共料金の支払い、預金の出し入れ、預金の解約の手続きなど

●日常生活に必要な事務手続きのお手伝い
商品購入に関する簡易な苦情処理制度（クーリング・オフ制度等）の利用手続きなど

●大切な通帳や証書などを安全な場所でお預かりします

★お申し込み方法

保管できるもの：年金証書､預貯金通帳､証書（保険証書､不動産権利証書､契約書など）､実印､銀行印など

・市内の保育園・幼稚園には郵送で申込書を

※宝石、書画、骨董品、貴金属類などはお預かりできません

お送りしますので、必要事項を記入の上、
お申し込み下さい。
・お電話でも申込みは可能です。
★お申し込み期限

※公開講座(１日目、２日目)はどなたでも参加が可能です。お電話でお申し込み下さい。

制 成年後見制度 財産管理や身上監護に関する契約等の
法律行為全般を行います
度
の
できる限り自立した生活を継続するため
ち
日常生活
の福祉サービスの利用援助や、日常的な
が
い 自立支援事業 金銭管理等の援助を行います

相談は無料です。まずは社会福祉協議会へご相談ください。プライバシーは守られます。
■お問合せ先 神栖本所 地域福祉推進センター 担当：飯田 電話 0299-93-0294
波崎支所 地域福祉推進センター 担当：坂本 電話 0479-48-0294

かみす社協ニュース
しおかぜ

私たちのまちの福祉施設

さと

障害者地域支援センター 潮風の郷

茨城県知事表彰・茨城県社会福祉協議会会長表彰
10月16日に小美玉市小川文化センター｢アピオス｣で開催された第64回茨城県社会福祉大会において、

潮風の郷は平成17年に設立された、障害(児)者が通う日中活動の施設です。
10年目を迎えた現在は生活介護や就労移行支援などの多機能型事業所として、神栖

永年にわたり茨城県の社会福祉発展に功績のあった神栖市の個人１１名、２団体の方々が顕彰されました。

市及び近隣市町を対象にサービスを提供しています。

受賞された皆様、おめでとうございます。(敬称略)

今年度からは、特別支援学校に通う児童などをお預かりする放課後等デイサービ

＜茨城県知事表彰＞

スを、市内で唯一、施設から自宅までの送迎サービスを付けて実施しています。

○民生委員・児童委員

【事業所データ】
名称：社会福祉法人 鴻恩会
障害者地域支援センター
･生活介護･･････････････日中活動の場を提供し、入浴や排せつ、食事等の介護を行います
潮風の郷
･自立訓練（生活訓練）･･生活能力の維持・向上などを目的とした訓練を行います
住所：神栖市矢田部５２５８番地
･就労移行支援･･････････就労に向けた作業や実習、職場探しを行い、就労後は職場定着をはかります
電話：０４７９−４０−２１７１
･日中一時支援･･････････障害児の日中活動の場を確保し、施設でお預かりします
FAX ：０４７９−４０−２１７３
･放課後等デイサービス･･支援学校に通う児童を、放課後に施設でお預かりします
E-mai：shiokaze@lagoon.ocn.ne.jp

○社会福祉施設職員
(萬徳寺保育園)

○社会福祉援護功労者
(障害者相談員)
(障害者相談員)

＜茨城県社会福祉協議会会長表彰＞
○社会福祉団体役員

○社会福祉施設役員
(深芝保育園)

運営に携わる斉藤さんに、施設内の活動についてお話しをうかがいました。
潮風の郷は、障害者の皆さんがそれぞれのできることに応じ地域で自立した生

○ボランティア

(神栖市身体障害者福祉協議会)
(神栖市身体障害者福祉協議会)

○社会福祉施設職員
(深芝保育園)

(神栖市遺族会)

(萬徳寺保育園)

(神栖市遺族会)

活を送れるよう、複数のサービスを展開し支援をします。
たとえば利用登録者が最も多い“生活介護”は、ご自宅での入浴が困難な方へ
の施設内での入浴介助や食事提供・介助、レクリエーションなどを中心に行いな
斉藤茂夫 理事(理事長職務代理者)

赤い羽根
共同募金

募金箱にあたたかい気持ちが寄せられています

共同募金会神栖市支会では市内の商店、飲食店、医療機関、薬局等のご協力により、市内

がら日常生活上の能力維持・向上をはかります。

また、企業等への就労を目指す障害者には、就労のための訓練や企業での実習・雇用先探しなどの支援を

２２０か所に募金箱を設置させていただいています。神栖市における共同募金運動は、昨年
に引き続き、お近くの募金箱設置協力店で募金をお願いする「募金箱募金」を運動の中心と

その方の適性や意向に沿って行う“就労移行支援”サービスがあります。
どのサービスでも心がけているのは、楽しんでもらうことです。潮風の郷に来て楽しんで、生活にメリハリを

して実施しています。
お寄せいただいた募金は茨城県全体の福祉の充実と、地元のまちの地域福祉事業に役立て

付けていただけるよう、次の通所を待ち遠しく思ってい

られます。金額はいくらでも結構です。お近くの設置店で、ご協力をお願いいたします。

ただけるようサービスに取り組んでいます。

※かみす社協ニュース平成26年10月号に掲載した設置店に加え、㈱鹿島臨海スポーツ 様
(筒井1383)に募金箱を設置させていただきました。ご協力ありがとうございます。

また、夏祭りや運動会などの開催で、利用者に季節の
移ろいを感じていただくことも大切にしています。

募金箱の設置期間は
12月 31日 までで す。
募金された方は赤い羽
根、風船をどうぞ。

共同募金についてのお問い合わせは、茨城県共同募金会神栖市支会(神栖市社協内)まで
神栖本所 担当:名雪 電話:0299-93-0294 波崎支所 担当:篠塚 電話:0479-48-0294

障害のある方で自宅に閉じこもりがちな方はたくさん
いらっしゃると思います。その方々の毎日を、晴れやか
にするお手伝いをしたいと考えています。

歩行訓練の様子

自由に使えるパソコンを常設

☆寄付金預託☆ 合計１５０,７８２円 ☆物品預託☆
倉屋初代

開催！1１月のわくわくサロン・子育てサロン

ＡＤＥKＡ労働組合
伊東ストア
波崎遊漁船協議会
青木ひろみ
板寺とみ子
ＡＤＥKＡ労働組合
はさき秋の収穫祭実行委員会
匿名

40,000円
3,052円
25,916円
4,180円
2,694円
20,000円
14,940円
40,000円

三国屋建設㈱

匿名７件

倉屋初代
徳増康弘
髙野商事㈱
東洋埠頭㈱鹿島支店
神栖済生会病院
中国木材㈱鹿島工場
鹿島サンケン㈱
野中敏夫
中央図書館
貝島眞知子
谷中照子
大勝建設㈱
竹中建設㈱
㈱稲垣商店 須之内夏美 ウチダ時計店
蔭山みゆ
三国屋建設㈱
匿名８件
倉屋初代

須之内夏美

(
ウチダ時計店(
青木ひろみ(外国コイン･紙幣多数)
栁川紘子(
) 鈴木陽一(
森川冨士枝(Ｔシャツ26枚)
(
須之内夏美(
(
匿名１件
匿名6件 (

)
)
)
)
)
)
)

