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福祉・医療・保育の専門職を
「聴く・見る・実践する」

進路選択の岐路に立っている高校生のみなさん、社協がʻ夢ʼを応援します
進路アシストカレッジは、介護職や看護職、保育者などの専門職に関心のあ
る、または目指している高校生を対象とした講座です。
福祉・医療の専門職には知識だけはでなく“利用者や患者と対話する力”や
“場面を観察する力”、“自分が今何をするべきか考える力”などが必要で

開講式、オリエンテーション
講話:｢コミュニケーション技術を身につける｣
恵日山長照寺 住職 吉本剛仁さん
昼休憩 ※各自昼食を準備してください。
職場体験時の諸注意説明及び
参加者同士の情報交換会

｢昼食作りや遊びから学ぶこと｣
恵日山長照寺 吉本剛仁さん
※昼食は自分たちで作ります。
地域交流会（近隣の小学生等）
※児童とのふれあいや共同作業を通じて、
初日の講話を実践する機会とします。

長照寺住職のほか、落語
家や家庭教師、僧侶志望者
の学校の准教授、地域のボ
講 師
ランティア活動など、その
活動は多岐にわたります。
吉本さんには、これまでの経験をもとに、
１日目は面接や職場で役立つコミュニケーシ
ョン、２日目は仲間との協同活動を通して専
門職に大切な「相手を思いやるこころ」につ
いて教えていただきます。

す。この講座は、実際に専門職が働く現場で“専門職に必要な知識や技術とは
何か”を学び、高校生のみなさんの職業選択や介護・医療の資格取得を目指す
一助となることを目的としています。将来、看護師や歯科衛生士、理学療法
昨年度のアシストカレッジ
医療機関での職場体験

士、作業療法士、保健師、保育士、介護福祉士、社会福祉士、精神保健福祉士
などの専門職として働きたいと考えている方はぜひご参加ください！
この夏、同じ夢・目標を持つ仲間と出会える場で、自分の夢への第一歩を踏

市内各施設にて職場体験
※体験日程については申込
後、希望職種に合わせて
各施設と調整します。
昼食の準備は、施設によ
って内容が変わります。

★
積極的に話しかけてくれた保育所の子ども
たちのおかげで、体験が始まるまでの不安
は一気になくなりました。たくさんの子ども
たちに囲まれて仕事をしている将来の自分
を想像すると気持ちが高まりました。

み出しませんか。

☆申込受付

★全課程修了者には修了証を交付
☆申込方法 ①お電話で仮申込をしてください。
します。また、大学や専門学校
②申込書をご自宅に郵送します。
等を受験する際、神栖市社協
③必要事項を記入の上返送してください。
から推薦書を発行します。
※ホームページにも「アシストカレッジ」の
情報を掲載しています。そこから申込書等
をダウンロードできます。
■場

講話:｢専門職を目指す若者へ｣
神栖ケアサポートセンター 管理者
土井真理さん(看護師)
昼休憩 ※各自昼食を準備してください。
職場体験の振り返り
修了証交付／閉講式

★
｢介護士になりたい｣という思いが以前より
強くなり、そのために自分が今何をすべき
か、具体的なところまで見えるようになりま
した。アシストカレッジに参加して良かったと
心から思います。

第210回 地域ネットワーク勉強会のお知らせ

「発達障害者の就労とその準備支援」

所：市保健・福祉会館(神栖市溝口1746-1)
および右記施設

■対

象：神栖市在住もしくは市内の高校に在学中の
高校生

■定

※保護者の同意が必要です

員：２０名
（定員超過の場合は、市内在住および高学
年の方を優先とさせていただきます）

■参加費：無料

・ふくしの介護センター(高浜)
・デイサービスセンターみのり須田(須田)
・デイサービスセンターみのり(矢田部)

７月２８日(火)
午後１時〜午後３時
保健・福祉会館 ２階 研修室
※事前申込みが必要です。

障害者職業センターでは、発達障害と診断を受けた方を対象に、就職前の準備から就職後の職場への定着ま
で、一人ひとりの状況に合わせた就労支援を行っています。
発達障害は、障害特性がわかりにくく、様々な生活場面で誤解されやすい障害と言われています。安定した

・陽廣園 東関東支部(下幡木)
・福祉作業所きぼうの家(溝口)
・ハミングハウス(矢田部)

■お問い合せ・お申し込み先
・軽野保育園(知手)
・白十字総合病院(賀)
・うずも保育所(知手中央) ・新扇歯科医院(木崎)
・波崎保育所(波崎)
○希望する職場体験施設が上記以外にある場合に
は、社協がその施設と交渉します。

就労には、特にコミュニケーションが不得意、抽象的な表現の理解が苦手等の特徴がある場合、雇用先の障害
理解に加え、障害者自身も自己の特徴・特性を知り、職場に適応するための準備が大切です。
今回の勉強会では、“就労”するために必要な適性、適応能力の考え方や本人の得意・不得意(苦手)の認識の
重要性、企業(雇用先)に求められることなど、実際に障害者職業センターで実施されている職業準備支援の
具体的な事例を踏まえて、発達障害者の就労とその継続に必要なことを伝えていただきます。
当事者やそのご家族、特別支援教育コーディネーター等教育関係者、障害者就労支援事業所等の職員、企業
人事担当の方など、障害者の就労支援に携わる方々の参加をお待ちしております。

かみす社協ニュース

平成2７年度 神栖市社協福祉活動基金助成のご案内
神栖市社会福祉協議会は、社会福祉分野で活動する市内のボランティア団体(活動１年以上)
を対象に、活動費の一部を助成しています。平成2７年度の助成内容は下記の通りです。
【受付期間】平成２７年７月１日（水）〜

住民の皆様からいただいた会費は、神栖市社協の各種福祉事業に全額使わせていただいております。
現在、行政区のご協力をいただき、各世帯に一般・特別会員（会費額:一般1,000円、特別5,000円）とし
てのご加入をお願いしています。

月２３日（木）

【助成対象】・ボランティアグループ活動費（限度額50,000円。過去の助成決定５回未満の団体）
・ボランティア協力校助成事業（限度額５0,000円）
・地区別サロン活動費（限度額20,000円。過去の助成決定３回未満の団体）

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。
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。

・当事者グループ活動費（限度額20,000円。過去の助成決定３回未満の団体）

○神栖本所 溝口1746-1 保健・福祉会館内 電話:0299-93-0294（担当：名雪）

※神栖市社協以外の機関から活動費の助成を受けている団体は対象となりません。

○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）

【申込方法】申請書類に必要事項をご記入の上、添付書類と合わせ最寄りの社協窓口へご提出ください。
申請書類は社協窓口でお渡ししています。本会ホームページからもダウンロードできます。
【問合せ先】神栖本所0299-93-0294(担当:相良･名雪)

波崎支所0479-48-0294(担当:坂本)
☆寄付金預託☆

◆ 福祉活動基金は、市民のみなさまから善意銀行によせられた寄付金等によって運営しています。
平成26年度は市内の小・中・高校における福祉への理解と関心を高める取り組みやボランティア活動実践のため
の事業費（11校へ総額535,000円を助成）、市内で活動するボランティアグループ（５団体、総額157,500円）、
要支援者、障害者本人またはその家族同士が情報や考え方などを交換・共有し、各自の課題解決や社会参加に
つなげる活動を行う当事者グループ（１団体、総額20,000円）に活動費助成をすることができました。

精神障害を抱える方の日中活動を支援【精神保健デイケア事業】
神栖市社協では、統合失調症などの精神障害を抱えている方を対象に、精神保健
デイケアを市内２か所で実施しています(一部を神栖市より受託)。活動は、どなた
でも参加しやすい手工芸や調理、ビデオ鑑賞、遠足、季節行事などが中心です。
生活のリズムを整え、社会参加の一歩を踏み出してみませんか？
下記までお気軽にご相談ください。

夏恒例のバーベキュー。
仲間と一緒に頂くお肉は格別！

合計272,214円

(有)鹿島トーヨー建創 藤松素子(紙おむつ1袋)
谷夕子ファンクラブ
ハミングハウス 大塚キヨ(ぞうきん100枚)
23,200円 横瀬小学校砂山子ども会
西町御大師様(座布団15枚)
稲葉智章・愛海
10,000円 匿名4件
鹿島港湾運送(株)有志一同
樋口義則(書き損じハガキ22枚)
17,471円
DIC(株) 内池文一(書き損じハガキ18枚)
三井化学(株)鹿島工場
8,513円 (株)全日警千葉支社鹿島営業所
すぱんこおるカラオケ愛好会 41,373円 ワールドハウス鹿島営業所 (株)斉藤材木店
神栖ライオンズクラブ
100,000円 横瀬小学校砂山子ども会 (株)浜野サービス (有)鹿島トーヨー建創(タオル39本)
鹿島サンケン(株) 常陽ボランティア倶楽部
匿名2件
10,530円 (有)鹿島トーヨー建創
(折りたたみ式リヤカー1台)
ケアハウスばんなん賀
三国屋建設(株)
県造園建設業協会、神栖市緑化組合、
神栖市総合建設業協会
51,127円 神栖法律事務所 弁護士 安重洋介 サンマシ
JSR(株)鹿島工場 坂本医院 神栖郵便局 匿名5件
●
(書き損じハガキ14枚､紙おむつ11袋､
匿名
大勝建設(株) 糸川初江
10,000円 マリンピア神栖
使用済カード1枚､おしり拭き8袋､
三井化学(株)鹿島工場 なごみ会 匿名3件
☆物品預託☆
尿取りパッド17袋､花の栄養剤多数
三国屋建設(株)

ケアハウスばんなん賀
匿名5件
ハミングハウス
(株)浜野サービス

●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 実費程度
●開 催 神栖地区：青空(会場：神栖市保健･福祉会館）

毎週水・金曜日 午前10時〜

波崎地区：ほのぼの(会場：はさき福祉センター） 毎週火・木曜日 午前10時〜

多大な寄付をありがとうございます

寄付金及び物品は、神栖市社協が実施する地域福祉事業に大
切に活用させていただきます

●申込み 新規利用希望の方は要面接・見学参加 利用決定は市障がい福祉課が行います

■常陽ボランティア倶楽部様

■すぱんこおるカラオケ愛好会様

●問合せ 「青空」0299-93-0294 担当：高岡

常陽ボランティア倶楽部様より「折りたたみ
式リヤカー１台」を寄贈していただきました。
５月11日に保立社協会長から㈱常陽銀行神栖
支店 鬼澤支店長に善意の証が贈られました。

５月18日、すぱんこおるカラオケ愛好会
様より、41,373円を社協に寄贈していた
だきました。5月17日に開催されたカラオ
ケ発表会時の募金とカラオケ店すぱんこお
るの店内募金を合わせ、今回善意をお寄せ
いただきました。

「ほのぼの」0479-48-0294 担当：坂本

開催！７月のわくわくサロン・子育てサロン
中央が鬼澤支店長

■神栖ライオンズクラブ様
５月14日、神栖ライオンズクラブ様主催の
第８回チャリティゴルフ大会において、社協に
100,000円を寄贈していただきました。同ク
ラブ様は、長年に渡りゴルフ大会での収益金を
社協に寄付していただいています。

神栖ライオンズクラブ金本会長
(写真左側)と保立社協会長

代表の工藤さん

