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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

２月２０日(土)、神栖市保健・福祉会館にて神栖市社会福祉協議会福祉感謝会を開催しました。
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１１８名の来場者が見守る中、神栖市内で社会福祉活動の分野において功績があった個人１０名、団体１組が表
彰されました。式典終了後、映画「わが母の記」を記念上映しました。受賞された皆様、おめでとうございます。
多くの皆様のご来場、まことにありがとうございました。

平成２7年度社協法人会員様 ご紹介
神栖市内外126の企業･事業所様が、平成27年度法人会員として神栖市社協の事業を支えてくださっています。
法人会費は、神栖市社協独自の取り組みである精神保健デイケアやこころの相談室等の精神障害者支援事業、

神栖市社会福祉協議会 会長表彰
○民生委員・児童委員 在職期間９年以上で現職の方

○社会福祉施設の職員
年齢４０歳以上で現職であり，在職期間１０年以上の方

発達障害児に関わる保育士や幼稚園教諭を対象とした専門相談、研修会の開催といった発達障害児支援事業等の
福祉事業に活用させていただきます。ご理解・ご協力をありがとうございます。なお、法人会員は現在も募集して
おります。過去に法人会員としてご加入いただいた事業所様には、改めてご案内をお送りさせていただきましたの
でご検討をよろしく申し上げます。
<30口> 鹿島東部コンビナート連絡会
<10口>鹿島西部地区企業連絡会、波崎地区企業連絡会
< ３ 口 > アトンパレスホテル、㈱石田丸漁業、幸武建設㈱、税理士法人タックス・イバラキ、白十字総合病院
㈱鹿島臨海スポーツ
㈲ヒショウ
城之内医院
< ２ 口 > ㈱アイオート
会津商会㈱
赤妻電気㈱
アクツ自動車工業㈱
ＮＰＯ法人あすなろ会
荒野歯科医院
㈱五十嵐商事
㈱泉ハウジング
磯野電機工業所
いばらきコープ生活協同組合
岩上歯科医院
エグゼコア

㈱鹿島冷熱
㈱常陽銀行神栖支店
神栖済生会病院
㈲シルバーフライブ
神栖市衣料品店会
㈲真和堂印刷
神栖市商工会
スポーツ髙橋
㈲かみす葬祭
清仁会病院
カムラ薬局
セントラル歯科医院
㈱鴨安商店
大成商事㈱
軽野保育園
㈱タイヨー
きさき保育園
ダスキン銚子
㈲ケイエス在宅介護サービス 中国木材㈱
こいえ産婦人科医院
東洋工事㈱
向後セラミックス㈲
太田保育園
㈱トラヤ
医療法人社団 公慈会
㈱開成堂
神之池バイオエネルギー㈱ 日栄建設㈱
鹿島旭自動車ボデー㈱
日鉄住金物流鹿島㈱
広幢院
鹿島オート㈲
にへいなかよしクリニック
㈱宏洋
鹿島観光自動車㈱
日本通運㈱鹿島港支店
光和デリカ㈱
㈱カシマクオリティーライフ コスメ・山本
白十字看護専門学校
鹿島港湾運送㈱
特別養護老人ホーム白寿荘
コビキ工業㈱
㈲鹿島三星社
はさき漁業協同組合
小若建設㈱
鹿島商館
波崎水産加工業協同組
㈱さくた
鹿島食品㈱
はさき寿長生の家
㈲佐藤造花店
鹿島信販㈱
波崎ひかり保育園
佐藤建設工業㈱
鹿島設備工業㈱
特別養護老人ホームしおさい苑 波崎旅館業協同組合
鹿島都市開発㈱
㈱花ヶ崎モータース
㈲鹿島ト−ヨ−建創
㈲浜松タクシー
㈱柴橋商会東関東支店
鹿島灘診療所
ハミングハウス
舎利保育園
鹿嶋ハートクリニック
ケアハウスばんなん賀
常総開発工業㈱
鹿島埠頭㈱

人見医院
日の丸ギフト
ぴよぴよ保育園
深芝保育園
㈲ふくしの
㈱フジカワ
㈱ふたば
豊栄電機㈱
細田牛乳店
牧医院
ＭＡＫＯツーリスト
㈱誠
誠殖産工業
㈱マサキヤ
松崎薬局知手店
萬徳寺保育園
三国屋建設㈱
みだ保育園
水戸ヤクルト販売㈱
㈱山沢自動車
㈱山鉄
㈲山本運輸
山本石油㈱
豊造園㈱
㈱ロングライフ
匿名１法人

神栖市立大野原保育所
神栖市立大野原保育所

○社会福祉団体の役員 在職期間１０年以上で現職の方
神栖市遺族会

○社会福祉の進展に大きく寄与(ボランティア)

神栖市身体障害者福祉協議会

活動期間が３年以上で，現在も活動する個人又は団体

○社会福祉施設の役員 在職期間１０年以上で現職の方
舎利保育園
※順不同、敬称略。在職・活動期間は平成27年4月1日(民生委員・児童委員は
平成27年11月30日)をもって算定しています。
※社会福祉の分野で国、茨城県、茨城県社会福祉協議会、神栖市などから
表彰を受けていない方を対象としています。

第218回 地域ネットワーク勉強会のお知らせ

見方を変えればうまくいく！
〜｢発達が気になる子｣支援の鍵はリフレーミング〜

３月５日(土)
午前１０時〜１２時
保健・福祉会館 ２階 研修室
【事前申込みが必要です】

リフレーミングとは、いつもと違う見方で物事をとらえ直すことです。“気になる子”
のために懸命に頑張るけれど、うまくいかない…。そんなときこそ、支援を振り返り、
子どもや状況の見方を変えることで、支援のバリエーションを広げるチャンスです！
講師の阿部先生は、多数の著書の他、ＮＨＫＥテレや各種新聞に取り上げられるなど、
発達が気になる子の「強み」を生かした支援の実践者です。
発達が気になる子の支援や、子育ての悩みをポジティブに変える子どもの見方や関わり
方など、具体的な支援方法について実践事例を交えて伝えていただきます。
多くの教育・保育関係者、保護者の皆様のご参加をお待ちしています。

パート職員募集

社協が神栖市の指定管理者として運営している障害者デイサービスセンター
(神栖市溝口1746-1)でパート(非常勤)職員を募集します｡

勤務時間：週４日（週労働時間：16時間）
（募集人員：１名） 時給
円
日：日曜日、ほか週２日、12月31日、1月1日
仕事内容：障害者デイサービスセンターにおける看護業務 休
処 遇 等：通勤手当(本会規定内)、労災保険
資格要件：看護師、または准看護師
選考方法：神栖市社協事務局にて面接(事前に電話連絡の上、履歴書、保有資格を証明する書類等を持参)
連 絡 先：神栖本所地域福祉推進センター
０２９９−９３−０２９４ 担当：相良（さがら）

子どもを支援する、というのは誰にとっても難しいことだと思います。子どもたちのためには失敗は許されま
せんが、実際にはそれはかなり大変なことです。むしろ、少しの問題もなくスムーズに進んでいる支援のほうが
数少ないでしょう。ですから、支援がうまくいかなかった要因を丁寧に見つめ、ここから先、その子のために何が
できるかを考えていくこと、それに向き合えるかが支援者のあり方として求められているのではないでしょうか。
子どもに対しても、また自分に対しても誠実であることは、支援の礎だと思うのです。
【講師著書『見方を変えればうまくいく！特別支援教育リフレーミング』（中央法規出版）より抜粋】

かみす社協ニュース

｢発達が気になる子｣への支援の輪を広げています
−発達障害児支援への神栖市社協の取り組み−

介護者の会「わかば」
介護者の会｢わかば｣は、介護経験のある人や現在介護をしている人、受けている人が集まり、
介護について語り合い、情報交換などを行う場です。今月は、カラオケや踊りを楽しむ“お楽し

■｢発達障害｣とは
発達障害は、
であり、親のしつけや教育に起

●言葉の発達の遅れ
●コミュニケーションの障害
●対人関係・社会性の障害
●パターン化した行動、こだわり

知的な遅れを
伴うことも
あります
注意欠陥多動性障害
（ＡＤ/ＨＤ）
●不注意
自閉症
●多動・多弁
広汎性発達障害
●衝動的に行動する

因するものではありません。
この障害は、複数の障害が重なって現れる
こともあり、障害の程度や年齢、生活環境な
どによっても症状は異なります。一人ひとり

アスペルガー症候群

の特性を、本人や家族・周囲の人がよく理解
し、その人にあったやり方で日常的な暮らし
や学校、職場での過ごし方を工することで、
本人の持っている本来の力がしっかり生かさ

み会”を開催します。日々の介護疲れを軽くしませんか？お気軽にご参加ください。

●基本的に言葉の発達の遅れはない
●コミュニケーションの障害
●対人関係・社会性の障害
●パターン化した行動、興味・関心の偏り
●不器用（言語発達に比べて）

学習障害（ＬＤ）
●「読む」「書く」「計算する」
などの能力が、全体的な知
的発達に比べて極端に苦手

れるようになります。
発達障害者支援法において、「発達障害」は「自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、学習
障害、注意欠陥多動性障害、その他これに類する脳機能障害であって、その症状が通常、低年齢において発現
するもの」と定義されています。
■発達障害の正しい理解を広めるための活動に取り組んでいます
神栖市社協は、平成17年度より合計7回の発達障害療育者研修会(1回あたり5つの講座)を開催しました。
この研修会は、保育士や幼稚園教諭、小学校教諭など、主に幼児・児童を支援する方々を対象に、発達障害児支
援の基本を集中して学ぶ機会として実施しています。これまでに延べ223名が、全課程を修了しています。この
研修会の他にも、発達障害者の｢就労支援｣や｢障害特性に合わせたサポートの方法｣などの勉強会を開催し、発達
障害の正しい理解の啓発と支援の輪を広めています。

◆日 時:3月7日(月)午前9時〜正午 ◆場 所:保健・福祉会館 旧館 集会室Ｂ ◆参加費:400円(昼食代)
◆申込先:介護者の会わかば 代表 立谷【電話 090-4945-0661】 ※3月5日までにお申込みください。

まずは見学してみませんか？

障害者デイサービスセンターのぞみ･福祉作業所きぼうの家
神栖市社協が市より指定を受け運営している下記事業所で、利用者を募集しています。随時見学を受け付けて
いますので、お気軽にお問い合わせください。ご希望の方には、ご自宅にうかがい、サービスの説明をさせてい
ただくこともできます。※どちらのサービスも、ご自宅から施設までの送迎を実施しています。

神栖市障害者デイサービスセンターのぞみ

神栖市福祉作業所きぼうの家

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日除く）
午前9時30分〜午後3時30分

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

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、座
った姿勢・寝た姿勢のまま入浴
できる浴槽を備え、仲間と一緒
に楽しむ食事やレクリエーショ
ンなどを提供します。
座ったままの姿勢で入れる特殊浴

内職や農耕、布製品づくりな
ど、働く喜びを感じられる活動
が中心のプログラムです。就労
継続支援Ｂ型利用者には作業実
績に応じ、工賃が毎月支払われ
ます。※食事提供、入浴はあり きぼうの家での生産活動
のひとつ、内職。
ません。

槽で、安心した入浴を提供します。

◇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。

ましろ にゅうい

■保育園・幼稚園での支援をサポートしています
神栖市社協では、発達障害児支援に直接関わる保育所(園)や幼稚園の先生を対象に、専門相談員(臨床発達心
理士)と保健師(神栖市健康増進課)が直接、園を訪問する“保育者サポート相談”を実施しています。「気にな
る行動をするお子さん」の行動の捉え方や園の特徴を活かした支援を一緒に考え、保育の中で取り入れられるア
イデアや工夫ができるところを、専門的な視点からアドバイスします。保育の場面で困っていること、気になっ
ていることなど、お気軽にご相談下さい。

☆寄付金預託☆

太田新町シニアクラブ
匿名

開催！３月のわくわくサロン・子育てサロン

合計65,985円

大湖飯店

☆物品預託☆

高木商店
加瀬千代子
藤身英子
匿名4件
22,834円 佐藤セレモニー ㈱臨海企画
21,742円 横瀬小学校砂山子ども会 三国屋建設㈱
3,600円 関東グレーンターミナル㈱ 大勝建設㈱
ニューロング㈱鹿島営業所 サタデーズ
鹿島サンケン㈱
17,809円 昭和産業㈱鹿島工場
鹿島北共同発電㈱
関西エックス線㈱
常陽銀行波崎支店
神栖済生会病院
神栖法律事務所 弁護士 安重洋介
匿名2件 かみすシニアハイキングクラブ

神栖済生会病院

水野俊朗(タオル127本)
佐藤セレモニー(タオル50本)
志賀文江(書き損じハガキ47枚)
加瀬千代子(書き損じハガキ8枚)
神栖済生会病院(書き損じハガキ7枚)
グリーン観光(紙おむつ8袋)
鹿島飼料㈱(カレンダー52本､手帳6冊)
ニューロング㈱鹿島営業所(カレンダー6本)
日本水産㈱鹿島工場
(カレンダー49本､マウスパッド2個)
鹿島北共同発電㈱

大勝建設㈱
藤身英子
德増康弘
かみすシニアハイキングクラブ
インマヌエル神栖基督教会 サタデーズ 常陽銀行波崎支店
三国屋建設㈱
(タオル8本､使用済トナー4本)
匿名6件(書き損じハガキ10枚､座布団10枚､
神栖アウトドアクラブ
高木商店 インマヌエル神栖基督教会
車いす2台､未使用テレホンカード10枚､
児玉 勝
匿名5件 横瀬小学校砂山子ども会
匿名1件
未使用ハガキ131枚､布多数､タオル98本)

