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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

学校や企業の福祉教育・研修のお手伝いをします

ご活用下さい！『福祉教育出前講座』
神栖市社協が行う「福祉教育出前講座」は、市内の学校や企業、商店などの依頼により、
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学習や研修の目的に対応したプログラムを依頼者と共に企画、実施します。
昨年度は、神栖市内の小学校９校、中学校１校、企業１か所で出前講座を実施しました。小学校からの依頼に
は、児童が楽しみながら福祉を学ぶために、高齢者や障害のある方、ボランティア活動をされている方などの協
力により、様々な人々とふれあい、支えあうプランを提案させていただきました。また、企業からの依頼には、

神栖市社協は、｢より支援の充実が望まれる分野の福祉向上｣｢住民参加によるやさしい
まちづくり｣を推進する事業を継続するとともに、新たな取り組みとして平成28年度か
ら“福祉後見サポートセンターかみす”を開設し、成年後見制度の活用支援、神栖市社
協が成年後見人等となる法人後見機能により、認知症、知的障害、精神障害等の理由で
判断能力が不十分な方の権利を守り、支援します。社協ホームページでは、平成28年度
事業計画・予算の詳細をご覧になれます。
社協の地域福祉推進事業
福祉の相談窓口として、医療・福祉・保健・
教育等の各機関と連携し、相談から解決まで
の仕組みづくりに取り組んでいます。

高齢者介護者の会との意見交換会と、神栖市地域包括支援課による認知症セミナーをコーディネートさせていた
だきました。プログラム作りから体験の実施、振り返りまでサポートします。お気軽にご相談下さい。

体験プログラムの例
■福祉講話

■車いす体験

■当事者との交流

障害者計画相談事業所 1,184千円
ホームヘルプサービス 10,156千円
神栖市障害者デイサービスセンター
のぞみ(市の指定管理者)
障害者
食事･入浴･排泄の介助やレク
デイサービス
リエーションなどで障害のある
44,248千円
方が楽しく充実した一日を過ご
せるようにサポートします。

神栖市社協の自主事業 総額128,670千円
○
○精神障害者の地域生活支援
地域福祉推進
神栖市福祉作業所きぼうの家
○発達障害(児)者の地域生活支援
151,099千円
福祉作業所 (市の指定管理者)
○車いす等介護機器、福祉車両の貸出
32,042千円
福祉作業所
働く喜びや、一つのことをや
○高校生の進路アシストカレッジの開催
38,536千円
り遂げる達成感、仲間と過ごす
○学校・企業での福祉教育出前講座
時間を通して、障害のある方の
（地域福祉事業・
○地域ネットワーク勉強会の開催
自立と社会参加を支援します。
ボランティアセンター事業）
○福祉感謝会の開催
専門職の派遣 23,503千円
○ボランティアセンターの運営
社協の専門職を行政の福祉部門へ
ボランティア活動に関する相談に応じ、活動し
派遣し、専門的な相談支援業務を通
たい方と活動をしてほしい人のコーディネート
じて公の福祉増進に貢献します。
をします。
○交流サロン(保健・福祉会館内)の運営
○ボランティア講座の開催
神栖市・茨城県社協からの受託事業 22,429千円
○高齢者サロン・子育てサロンの支援
○ファミリーサポートセンターの受託運営…4,122千円
○住民参加型在宅福祉サービス「うぃるかみす」
○障害者相談支援事業所の受託運営…………6,120千円
○ひとり暮らし高齢者を対象とした会食会の開催
○精神保健デイケアの受託運営………………3,299千円
○ボランティアサークルへの活動費助成
○高齢者相談センターの受託運営……………3,308千円
○かみす社協ニュース(本紙)の発行
○知的障がい児放課後支援事業の受託運営…4,669千円
○ボランティアセンターマガジンの発行(偶数月15日) 等
○
…………911千円

学習への導入や体験の振り返りを行い
ます。ボランティアや福祉専門職の講話
など、様々なコーディネートが可能です。
この日は、親しみやすい腹話術人形を使
って講話をしました。

普段過ごしている校内を、車いすで移動
します。車いすを利用している方の気持
ちとその方を介助することで、お互いに
支え合う事の大切さを学びます。

第220回 地域ネットワーク勉強会のお知らせ

ニート等就労困難を抱える若者の理解とサポート

児童と車いすダンスグループ“ウィルチ
ェアダンス研究会クアルト”によるダンス。
障害のある方々との交流によって、当事
者への理解を深めます。

５月２７日(金)
午後7時00分〜午後9時00分
保健・福祉会館 ２階 研修室
※事前申込みが必要です。

いばらき若者サポートステーション(通称：いばらきサポステ)では、「働きたいけど、
どうしたらよいか分からない」「自信が持てず、社会への一歩を踏み出せない」「人間関
係のつまずきで退職した後、ブランクが長くなってしまった」など、働くことに不安や悩
みを抱えている若者(概ね15歳から39歳の方)やそのご家族からの相談に応じ、就労に向
けた支援としてコミュニケーション訓練などによるステップアップセミナーや協力企業
での就労体験などを行っています。
ニートやひきこもりなど社会的自立に困難を抱えている方の課題は、一人ひとり違います。そのため、社会

神栖市社協の地域福祉事業は市民の皆様からの「会費」によって支えられています。現在、主に行政区の区
長さんはじめ役員の方々のご協力をいただき、社協一般･特別会員の募集をしています。
＜会費額＞
行政区に加入されている方
行政区を通じて会員を募集をしています。募集時期は行政区によって異なります。 一般会費 １口 1,000円
特別会費 １口 5,000円
１年を通じて最寄りの社協窓口でご加入の受付をしておりますので、ご協力をお願いいたします。窓口へお
越しになれない場合は銀行振込によるご加入をご案内いたします。お気軽にお問い合わせください。

復帰にもそれぞれに合わせたプログラムが必要です。
今回の勉強会では、いばらきサポステでの就労支援の内容と、専門相談に寄せられる本人や家族等の現状や
社会復帰への過程、家族や支援者が関わる上での注意点など、実際の事例をもとに説明いただきます。就職活
動に不安がある方やそのご家族、就労支援に関心がある方など、多くの方のご参加をお待ちしています。
※いばらき若者サポートステーション(水戸市)は、厚生労働省の委託事業として全国160か所に設置された
地域若者サポートステーション(通称：サポステ)のひとつで、様々な理由で仕事に就くことが困難な若者の
ための自立就労支援機関です。茨城県内には水戸市のほか、つくば市、筑西市に設置されています。

かみす社協ニュース

社協の取り組み

精神障害者の地域生活支援

精神障害を抱えている方は、意欲が湧かないことがあるなど症状に浮き沈みがあり、目に見えない生活の
しにくさがあります。しかし、「気兼ねなく通える場所」や「相談できる場所」が身近にあることで地域とつ
ながり、不安のない生活を送ることができます。神栖市社協では、精神保健デイケア、在宅訪問活動、こころ
の相談室等の事業を通じ、病院等の関係機関と連携を図りながら精神障害者の地域生活をサポートします。

○精神保健デイケア

平成28年熊本地震義援金にご協力ください
義援金募集期間：平成２８年６月３０日まで
平成28年４月14日に発生した熊本地震で被災された方々を支援することを目的に、熊本県共同募金会、茨
城県共同募金会、中央共同募金会では、災害義援金の募集を行っています。
神栖市社協でも義援金を受け付けており、お寄せいただいた募金は、社会福祉協議会善意銀行から茨城県共
同募金会を経由し、全額が熊本県共同募金会に送金され、被災者への義援金となります。

※事業の一部を神栖市より受託

募金箱設置のお申し出のあった商店・飲食店様には、募金箱をお届けします

同じ障害を抱える方たちが、同じ時間を過ごすことで、生活習慣が安定
し、日々の暮らしの活力につながり、社会参加へのきっかけとなります。

お申し出のあった商店様には、右写真の募金箱をお届けし、義援金受付期間中

精神保健デイケアは、創作活動や調理、スポーツなどのプログラムを、

の設置協力をお願いしています。市内の事業所で、募金箱設置にご協力いただけ

精神障害のある仲間同士で取り組むことで、「自分の居場所がある」とい

る際は、社会福祉協議会までご連絡ください。

う安心感や「今日も活動を、仲間と楽しめた」という充実感など、一人で

下記の場所で募金ができます ※敬称略。社協神栖本所､波崎支所では領収書が発行できます。

は得られない経験を得ることができます。
利用までの流れは、①デイケアの説明、②見学、③体験利用、④利用登
録となっています。関心のある方はお気軽にお問合せください。

★一貫堂文房具店(神栖市知手)
この日の活動は、人気のプログラム、
調理活動でした。参加者で役割分担し
ながら、天ぷらそばを作りました。

●対 象 精神科に定期通院中で、主治医にデイケアの利用を認められた方
●開 催 神栖地区：青空（場所: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（場所:神栖市はさき福祉センター） 毎週火・木曜日 午前10時〜
●費 用 プログラムにより200〜300円の実費をいただきます

★麺酒房 かれー麺 実之和 神栖店(神栖市木崎)
★中華料理 大湖飯店(神栖市神栖)
★社協神栖本所(神栖市溝口 神栖市保健・福祉会館内)
箱の大きさは高さ205㎜、

★社協波崎支所(神栖市土合本町 神栖市はさき福祉センター内)

幅164㎜、奥行120㎜です

問合先：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>電話 0299-93-0294 担当:名雪 <波崎支所>電話 0479-48-0294 担当:篠塚

○在宅訪問活動
社協窓口での相談や精神保健デイケアなどのグループ活動に参加することに不安がある、精神障害を抱える
方の悩みや困りごとに自宅へ訪問してお話をうかがいます。また、精神保健デイケアに興味がある、福祉サー
ビスや制度について知りたいといった相談にも、ご自宅へ訪問し説明させていただきます。(費用は無料です)

○こころの相談室
｢不眠が続いている｣｢精神科への受診や治療について不安がある｣｢こころの問題を抱えている家族との関わり
方が分からない｣といった相談に、精神科作業療法士、精神保健福祉士が応じます。治療やカウンセリング等の
医療行為はできませんが、お話を聴きながら問題解決の糸口を一緒に探します。

☆寄付金預託☆
太極拳A(市生きがい講座)
太極拳B(市生きがい講座)
星和保育園バザー売上金
大野原小学校
精神保健デイケアほのぼの
はさき漁業協同組合
匿名４件

(平日8:30〜17:15で予約制。費用は無料です)

☆物品預託☆
お問合せ先･･･神栖本所：℡0299-93-0294 担当：高岡･飯田 波崎支所：℡0479-48-0294 担当：坂本･篠塚
※相談内容や個人情報など、相談者のプライバシーは守られます。ご本人だけでなく、ご家族の相談にも応
じますので、お気軽にお問合せください。

開催！５月のわくわくサロン・子育てサロン

濱田和雄
山田健次
山崎佐代子
岩井英子
野口恵美子
灯譜美会
大勝建設㈱
ほほえみ
ベルの会
㈲福村電機 平本企業㈱
なごみ会
鹿島石油㈱鹿島製油所
㈲鹿島三星社

灯譜美会
匿名4件

1,700円
2,251円
15,000円
4,518円
三菱化学㈱鹿島事業所
3,566円 三国屋建設㈱
日鉄住金大径鋼管㈱
1,000,000円 神栖済生会病院
日華化学㈱鹿島工場
11,242円 港南保険事務所
昭和アステック㈱
鹿島サンケン㈱
ダイヤリックス㈱鹿島支社 太陽肥料㈱

小野寺規

㈲鹿島三星社
濱田和雄
大野原小学校 ひとみの会
神栖アウトドアクラブ

ほほえみ

㈲鹿島三星社(書き損じハガキ10枚)
鹿島サンケン㈱(書き損じハガキ1枚)
水野トミ子(

)

山崎佐代子(未使用切手800円分)
ケアサポートあうん(布4枚)
柳川小学校(パンジー５鉢)
大野原小学校(文房具多数)
㈱福村電機(茶葉多数)
匿名3件(

匿名4件
若竹会

)

儀兵衛 三国屋建設㈱ 大野原小学校 野口恵美子
匿名1件
山田健次
匿名3件

多大な寄付をありがとうございます
3月18日、はさき漁業協同組合(代表理事組合長 石田洋一様)より、神栖市
の福祉推進のために役立ててほしいと神栖市社会福祉協議会に100万円のご寄
付をいただきました。ご芳志は、大切に使わせていただきます。
４月５日、神栖市役所市長室において、はさき漁業協同組合石田代表理事組合長(写真
左から２番目)へ、保立社協会長(写真右から２番目)から善意の証が贈られました｡

