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謹んで新年のご挨拶を申し上げます
旧年中の社協活動へのご理解・ご協力、厚く御礼申し上げます。
神栖市社協は、市民や企業、学校、各専門機関の皆様のご協力をいただきながら、
市民が安心して生活を送れるよう、地域福祉推進に取り組んで参ります。
本年もよろしくお願い申し上げます。

福祉作業所きぼうの家
障害者デイサービス
センターのぞみ
神栖市社協は、神栖市より指定を受け上記２事業所
を運営しています。
※見学は随時受け付けています。また、サービスに
ついてのちょっとした疑問にも、お答えします。
ご希望の方には、ご自宅にうかがいサービスの説
明をいたします。お気軽にご連絡ください。

神栖市福祉作業所きぼうの家

神栖市障害者デイサービスセンターのぞみ
場
所:神栖市溝口1746-1 神栖市保健･福祉会館内
開所日時:月曜日〜土曜日（12月31日､1月1日を除く）
午前9時30分〜午後3時30分
※ご自宅から施設までの送迎サービスを行っています

快適な一日を仲間と過ごしませんか
障害のある方が、充実した一日を過ごしていただ
けるよう、入浴や食事、レクリエーションなどを提
供します。「のぞみ」には、みんなで集まるからこ
その楽しさがあります。また、ご利用いただくこと
で、ご家族の介護負担軽減や休息がはかれます。

神栖市社会福祉協議会 会長 保立一男 役職員一同

平成２６年度 社協法人会員様ご紹介
今年度も神栖市内外112の企業･事業所様に社協法人会員としてご加入いただきました。総額2,650,000円

場
所:神栖市溝口1746-1
開所日時:月曜日〜金曜日（12月28日〜１月３日、
開所時間:祝祭日を除く） 午前9時〜午後3時
※ご自宅から施設までの送迎サービスを行っています

の法人会費は、神栖市社協が実施する地域福祉推進事業に大切に使用させていただきます。ご理解・ご協力

働く喜びを感じませんか

をありがとうございました。

就労継続支援Ｂ型プログラムは、内職や農耕、布
製品づくり等の作業が中心です。作業は細分化され

<30口> 鹿島東部コンビナート連絡会
< ５ 口 > 税理士法人タックス・イバラキ
< ２ 口 > ㈱アイオート
会津商会㈱
赤妻電気㈱
NPO法人あすなろ会
アトンパレスホテル
ＥＸ-サービス㈱鹿嶋営業所
㈱五十嵐商事
㈱泉ハウジング
一般社団法人みらい
㈱上杉物産
エグゼコア
太田保育園
奥野谷浜産業㈱
㈲おりかみ印刷
㈱開成堂
鹿島オート㈲
鹿島港湾運送㈱
㈲鹿島三星社
鹿島信販㈱
鹿島食品㈱
鹿島商館
鹿島都市開発㈱
㈲鹿島トーヨー建創
鹿嶋ハートクリニック
鹿島埠頭㈱
㈱鹿島臨海スポーツ

多くの方に携わっていただくことができます。利用
者には、作業実績に応じ毎月工賃が支払われます。

<10口>波崎地区企業連絡会
<３口>㈱石田丸漁業、白十字総合病院

かみす眼科
神栖済生会病院
神栖市衣料品店会
神栖市商工会
神栖市総合建設業協会
㈲かみす葬祭
カムラ薬局
㈱鴨安商店
軽野保育園
きさき保育園

舎利保育園
城之内医院
常総開発工業㈱
㈱常陽銀行神栖支店
㈲真和堂印刷
㈱スポーツ高橋
清仁会病院
大成商事㈱
ダスキン神栖
中国木材㈱

深芝保育園
㈲ふくしの
豊栄電機㈱
細田牛乳店
MAKOツーリスト
㈱誠
誠殖産工業㈱
松崎薬局知手店

丸全昭和運輸㈱鹿島支店
萬徳寺保育園
三国屋建設㈱
こいえ産婦人科医院
東洋工事㈱
みだ保育園
広幢院
㈱トラヤ
㈱水戸信用金庫神栖支店
神之池バイオエネルギー㈱ 日鉄住金物流鹿島㈱
幸武建設㈱
にへいなかよしクリニック ㈱宮澤工務店
武藤小児科医院
光和デリカ㈱
日本通運㈱鹿島港支店
柳川保育園
コスメ山本
白十字看護専門学校
㈱小堤工業
特別養護老人ホーム白寿荘 ㈱山沢自動車
山崎歯科医院
㈱寿商事
はさき漁業協同組合
山本石油㈱
コビキ工業㈱
波崎水産加工業協同組合
㈲山本運輸
㈱さくた
㈲浜松タクシー
㈱ロングライフ
㈲佐藤造花店
ハミングハウス
匿名 １法人
佐藤建設工業㈱
ケアハウスばんなん賀
㈱花ヶ崎モータース
㈲ヒショウ
日の丸ギフト
JAしおさい神栖支店
PCデンタルクリニック
㈱柴橋商会東関東支店

※食事の提供・入浴サービスはありません。

内職
いただいているお仕事のひと
つ、子ども向け雑誌の付録袋
詰めです。ひとつひとつの作
業が、子ども達の笑顔につな
がっています。

農耕
外に出て、土や植物に触れま
す。野菜の成長を見守るのは
何よりの楽しみです。収穫さ
れた無農薬野菜は、販売され
食卓に並びます。

仕事の合間の楽しみ
余暇活動も充実しています。
外出やカラオケ、クリスマス
会等の季節のイベントなど、
盛りだくさんです。

◇利用できる方…市内にお住まいの18歳以上の身体・知的・精神障害者
◇利用料金………障害程度区分･所得に応じて違いがあります。

仲間と楽しむ
趣味を追求する「クラブ活
動」が活発です。写真の音
楽部以外にも１０のクラブ
があり、利用者が主体的に
活動中です。

数あるイベントの中でも好
評をいただいているのが、
外出です。お花見や買い物
なども一緒に楽しむ仲間が
いれば楽しさは倍増です。

くつろぎのバスタイムは、
浴槽に秘密があります
「のぞみ」が利用されている最も
多い理由は、入浴です。座ったま
ま、横になったままの姿勢で入れ
る浴槽を完備し、介護スタッフが
安全・快適な入浴を提供します。
ご自宅で入浴困難な方でも、リラ
ックスしてお湯に浸かれます。
あつあつ

手作りを、熱々でどうぞ
食事は、旬の食材を取り入れた手
作りです。季節を感じられるメニ
ューは、栄養バランスも考えられ
ています。

ましろ

にゅうい

かみす社協ニュース

私たちのまちの福祉施設

障害者就労支援事業所

第20４回 地域ネットワーク勉強会のお知らせ

グッドライフ神栖

ビデオ上映会

このシリーズでは、取材を通じて神栖市内にある障害者福祉施設の活動を市民

「うつと生きる ある会社員の１７年間」

の皆さんにお伝えすることを目的に、毎号１施設ずつご紹介しています。

１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

今回ご紹介するグッドライフ神栖は、平成23年4月に設立された障害者の就労

人は誰でも、生活の中の様々な出来事をきっかけに、気持ちが落ち込んだり、憂うつな気分になったりする

支援事業所です。近隣市町を対象に就労移行支援、就労継続支援B型の多機能型

ことがあります。しかし、このような気分は、その原因が解決したり、あるいは解決しなくても気分転換をし

施設を、自宅から施設までの送迎を行いながら実施しています。
運営や活動について、代表取締役の髙根さんにお話しをうかがいました。
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図ります。
就労継続支援B型･･雇用されることが困難な方に就労機会と生産活動を通じた訓練をします。

【事業所データ】
名称：株式会社グッドライフ
グッドライフ神栖
住所：神栖市知手251-5
電話/FAX：0299-95-9410
E-mail：goodlifekamisu@hotmail.co.jp

障害者とその家族を支援したい
これまで、高齢者施設や在宅の高齢者に食事を提供する会社を運営してきました。
その中で、高齢者へのサービスは整いつつあるのに、障害者を支える社会資源は充足

代表取締役の髙根さん

たり、時間が過ぎたりすることで自然に回復します。
ところが、原因が解決しても気分が改善しない、思い当たる原因がないのに眠れない、食欲がない、一日中
気分が落ち込んでいる、何をしても楽しめない…といった強い憂うつ感が長く続いて、普段
通りの生活を送ることが難しくなっている場合は、うつ病の可能性があります。
今回の勉強会では「うつ病」についてのビデオを上映します。うつ病の症状と向き合う方
の生活を通じて、うつ病の理解を深めながら、支援者や家族の関わりについて学びます。
※上映ビデオ「うつと生きる ある会社員の１７年間」内容紹介

していないと感じていました。子を持つ親として、私にも何かできないかと感じ、子

１９歳の時、うつ病と診断されてからうつとともに生きてきた、ある会社員の１７年間を証言によってた

（障害者）と親（家族）を支援するため、グッドライフ設立に至りました。

どります。うつ病の苦しさは人に分かってもらいにくく、自分で気づくことも難しい場合もあります。
病気に振り回されて自分らしい人生を見失いそうになることもあります。しかし、病気との付き合い方を

活動内容

見つけることで、道が開けていきます。その葛藤の軌跡を本人、家族、友人、専門家が語ります。

グッドライフ神栖の定員は、就労移行支援10名、就労継続支援B型10名、合

電話:0299-93-0294 神栖本所 地域福祉推進センター 担当:三浦

わせて20名です。現在16名の利用登録があり、随時利用者を募集しています。
作業内容は、地元企業から受注する軽作業が中心です。また、依頼があれば地元

開催！1月のわくわくサロン・子育てサロン

企業での清掃や草取り作業なども行います。仕事の斡旋のあった企業で、利用者
の作業訓練をさせていただくこともあります。
これまで7名が就労に結びつき、リサイクルセンターや地元の旅館で勤務した
り、企業内での清掃員として仕事をしたりしています。施設を卒業した方や雇用
する側とも定期的に面接し、就労の継続のために支援しています。

取材したこの日は、梱包用袋に
ラベル貼りを行っていました。
時期に応じて雑誌の付録詰めなどの
内職作業があります。

＜お休み＞なごみ会、平泉わくわくサロン、わくわくサロンいきすはら、わくわくサロン知手団地、
わくわくサロンにこにこ、わくわくサロン大潮、わくわくサロンはさき、ティータイム

障害者の就労には、実際の現場での実習が欠かせません。障害者がその現場を
経験し、職場の方に障害を理解してもらう事で、初めて継続した就労につながっ
ていくと考えています。
市民や企業の理解が、障害者の社会参加促進には必要です。理解は障害者と関
わる機会によって増します。今後も障害者の就労や事業所外の活動を通じて理解
のある企業、商店などを増やしていきたい、と語っておられました。
施設での昼食は当番を決めて
自分たちで準備します。

株式会社グッドライフは潮来市に本社があります。
神栖市土合で始めた事業所でしたが、利用者の増加に
グッドライフ潮来
住所：潮来市辻829-1
現在は、神栖市と潮来市で障害者就労支援事業所、
電話：0299-94-7813
FAX ：0299-94-7814
潮来市にグループホームを展開しています。
E-mail：goodlifeitako@hotmail.co.jp
事業所を拡大しても、障害者とその家族に寄り添っ
就労移行支援、就労継続支援
日中一時支援
た支援をしていきたい、とのことです。

合計55,262円 ☆物品預託☆
酒林電気工業㈱

折田修三
17,558円
籐工芸 弥生会
３,000円
石毛和彦
5,289円
押し花実行委員会
1,872円
神栖陶好会
15,000円
中央労働金庫神栖支店推進幹事会 5,789円

潮来市にも事業所があります

伴い、潮来市の旧保育園跡に本社を移しました。

☆寄付金預託☆

グループホームみはる園
住所：潮来市辻1543-3
電話：0299-77-5200
FAX ：0299-77-5300
E-mail：miharuenn@outlook.jp
グループホーム、短期入所

匿名２件

4,543円

全農サイロ㈱鹿島支店 鹿島サンケン㈱
酒林電気工業㈱ 三菱化学㈱鹿島事業所
日本水産㈱
利美会、うら梅会
かみすシニアハイキングクラブ 児玉勝
鹿島石油㈱鹿島製油所
蔭山みゆ
寺子屋
岩井英子
三国屋建設㈱
日華化学㈱鹿島工場
中央図書館
三協エンジニアリング㈱
押し花実行委員会
匿名5件

岩井英子

徳増康弘

鹿島治療院
鈴木和佳奈

吉沢千栄子
押し花実行委員会
寺子屋
三協エンジニアリング㈱ 三国屋建設㈱
鹿島石油㈱鹿島製油所
匿名1件

利美会、うら梅会(タオル22本)
かみすシニアハイキングクラブ(タオル4本)
日華化学㈱鹿島工場(書損じハガキ11枚)
大勝建設㈱(書損じハガキ5枚)
寺子屋(書き損じハガキ５枚)
匿名3件(書き損じハガキ37枚､
紙おむつ10袋､尿取りパッド1袋､
匿名2件
インクカートリッジ6個)

●
三
島

