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合同見学会を開催します

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

神栖市社協が神栖市から指定を受け運営している“のぞみ”“きぼうの家”で、合同見学会を開催します。
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〜小中学校などの福祉教育をお手伝いします〜

神栖市社協の『福祉教育出前講座』

今回は、“のぞみ”での夏祭りなど、ご家族でお楽しみいただける内容となっています。
多くの皆様のご来場をお待ちしております。下記まで、お気軽にお問い合わせください。
日

神栖市社協は、市内の小中学校や企業、商店などで実施する「福祉教育出

8月19日(金)

時：平成28年

正午〜午後2時30分

※8月17日(水)までにお申し込みください。

前講座」を実施しています。この講座は、交流や体験などのプログラムを通

対

象：神栖市在住の障害のある方とそのご家族、相談支援事業所の相談員

じ、お互いの違いを認め合い、相手に共感する力や自分の考えを表現する力

会

場：神栖市障害者デイサービスセンターのぞみ

とともに、その考えを実行する力などを身に付け、人への配慮を学ぶきっか

お問合せ・お申込み：電話0299-92-4113 福祉作業所きぼうの家(担当:大川)

けとなることを目的としています。

※ご希望により、当日、福祉車両での送迎をします。お申し出ください。

依頼内容に応じて、高齢者や障害のある方、ボランティアなど様々な人の
協力を得ながらプログラムを実施します。

交流会

車いすダンスで交流。人との出会いの
中で、お互いの理解が進みます。

福祉教育は、“出会い”から。『取り組みたい！』と思ったら、まずは神
栖市社協へご相談下さい。

12:00〜12:30 サービス紹介

〜相談から実施まで〜

を、熱々でお召し上がりください

神栖郵便局

至銚子
至鹿嶋

のぞみのレクリエーションを体験
※恒例の夏祭りを開催予定です。出店をはじめ、

③プログラムの実施、
体験とともに大切なのが、振り返りです。一人ひとりの意見の違いやお

車いす体験

●問合せ 神栖市社協神栖本所 電話:0299-93-0294 担当:下田 波崎支所 電話:0479-48-0249 担当:坂本

８月２6日(金)

午後７時０ 分〜午後９時０ 分
保健・福祉会館 ２階 研修室
※事前申込みが必要です。

高次脳機能障害とは、病気や事故などで受けた脳損傷により、記憶や言語、思考等に障害のある状態です。
新しいことを覚えられない、複数のことを同時に行うと混乱する、物ごとを順序だてて実行できないなどの症状
があります。目に見えづらい障害であり、安心した生活を送るためには、生活のリズムを整えたり、リハビリ
を受けたりするととともに、周囲がその障害特性を理解することが大切です。
今回の勉強会の講師は、主に高次脳機能障害のある方を支援する”ケアステーション
ポプラ”の担当者です。同施設での取り組みや事例を通じ、障害の特性や関わり方、
実際の支援のポイントについてお話しいただきます。高齢者、障害福祉事業所スタッフ
や医療機関の相談員といった高次脳機能障害者と関わる機会の多い方、ご家族など、

デイサービス
センターのぞみ

様々なイベントが盛りだくさんです。ぜひ、
一緒にお楽しみください。

普段の校内で車いす体験。車いすの
得意なこと、不得意なことを体験し、ま
た介助の注意点を学びます。

互いを認め合うきっかけにもなり、体験をより深めることができます。
依頼に応じ、ボランティア活動や施設見学等もコーディネートします。

多くの方のご参加をお持ちしています。

神栖市役所

14:00〜14:30 きぼうの家の作業訓練を体験

プログラムが形になったら、日程を決めます。出前講座協力者には学習
の目的を事前に伝え、共通理解を図ります。

〜支援機関の事例を通して〜

周辺地図

13:10〜13:55 施設内をご案内

プランを提案し、具体的なプログラムを相談者と一緒に考えます。
②計画決定

高次脳機能障害者への支援とポイント

当日来場された方に、
きぼうの家製作オリジナル
刺しゅうタオルをプレゼント

12:30〜13:10 昼食 ※好評をいただいている「のぞみ」の昼食

①事前相談（実施希望日の１ヶ月前までにご相談下さい。）
社協の担当者が学校などへ訪問し、目的や目標などをお聞きした上で

第223回 地域ネットワーク勉強会のお知らせ

合同見学体験会スケジュール

福祉車両の例。両施設とも、
ご自宅から施設まで送迎します。

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

神栖市福祉作業所きぼうの家

重度の障害をお持ちの方
も、安心して利用できるサ
ービスが特徴です。座った
まま、横になったままの姿
勢で入浴できる浴槽を完備
しています。
見学会当日は、入浴設備などをご覧いただくととも
に昼食、レクリエーションをお楽しみいただきます。
のぞみの“安心”と”楽しさ”を、ぜひ実感してくだ
さい。

内職や手芸品製作、農耕等
の作業訓練、レクリエーショ
ン等を提供しています。
きぼうの家の作業訓練は、
多くの方に参加していただけ
るよう、作業を細かく分け、
スタッフが丁寧に説明、指導します。利用者ひとり
ひとりができることを増やしていきます。
見学会では、内職を実際に体験していただきます。
きぼうの家での“はたらく”を実感してください。

住
所：神栖市溝口1746-1 保健･福祉会館内
開所日時：月〜土曜日 午前9時30分〜午後3時30分
(12月31日､1月1日を除く) ましろ
電
話：0299-93-1063（担当：萬代）

住
所：神栖市溝口1746-1
開所日時：月〜金曜日 午前9時〜午後3時
(12月28日〜１月３日､祝祭日を除く)
電話：0299-92-4113（担当：大川）

◇利用できる方…神栖市内にお住まいの18歳以上の身体・知的・精神障害者
◇利用料金………障害支援区分・所得に応じます。

かみす社協ニュース

『成年後見制度』をご存じですか？
成年後見制度とは、認知症や知的障害、精神障害などで判断能力が不十分な方々を、法律面や生活面で保
護、支援する制度です。
例えば、身寄りがない、親族が遠方に住んでいるといったひとり暮らし認知症の方は、身のまわりの世話の
ために介護サービスや施設入所に関する契約を結んだり、預貯金などの財産を管理したりすることが難しい
場合があります。成年後見制度では、家庭裁判所が選任した成年後見人等(成年後見人、保佐人、補助人)は、
家庭裁判所に定められた内容により、本人の意思を尊重しながら福祉サービスの契約や財産管理を行います。
また、不利益な契約を結んでしまった場合には、その契約を取り消すことができます。
成年後見制度に関するご相談は、「福祉後見サポートセンターかみす」でお受けしています
神栖市社協では、平成28年4月1日から「福祉後見サポートセンターかみす」を開設し、
資力のない方の法人後見事業に取り組んでいます。法人後見とは、社会福祉法人等が成年
後見人等になり、個人が成年後見人等となった場合と同様に、判断能力が不十分な方の
保護・支援を行うことです※。
この法人後見を実施するとともに、市民の皆様からの成年後見制度に関する相談を

当事者グループとは、共通の課題を抱える人同士の集いです。情報交換や交流を通じて、理解を深めたり、
共感しあえたりするグループ活動です。今回は、下記の２団体をご紹介します。

高次脳機能障害を考える会

次回は9月14日（水） 開催します。
【毎月第２水曜日開催、場所：保健・福祉会館内】

高次脳機能障害のある当事者やそのご家族が、支援制度等についての情報交換や、
メンバー同士で交流をしています。お気軽にご参加ください。
■問合先：社協神栖本所 担当：高岡 TEL0299-93-0294

８月は１日（月）開催。９月は５日（月）に「カフェわかば（無料）」を開催予定。
【毎月第１月曜日 午前10時から開催、場所：保健・福祉会館内】
“介護者の会わかば”は、介護経験のある人、現在介護をしている人･受けている人が毎月１回集まり、日頃
の介護経験談や、よりよい介護について話し合ったりしています。季節に合わせたお楽しみ企画も満載で、
気分転換をはかる取り組みも実施しています。
９月５日(月)開催の“カフェわかば”は、参加費無料のお茶飲み会です。飛び込みでの
参加もOKです。お気軽にご参加ください。
■問合先：代表 立谷 TEL：090-4945-0661

介護者の会 わかば

お受けしています。お気軽にご相談ください。

開催！8月のわくわくサロン

※家庭裁判所から成年後見人等に選任された場合に法人としてお受けするものです。
【お問合せ先】
神栖市社会福祉協議会 福祉後見サポートセンターかみす TEL：0299-93-0294（担当：荒井、飯田）

赤い羽根共同募金

赤い羽根共同募金運動が今年も10月から全国一斉に始まります。子どもから高齢者まで、多くの
市民の皆様が身近な場所で自由に募金できるよう、以下のご協力をしてくださる店舗･事業所様等を

☆寄付金預託☆

募集しています。

①募金箱をお店のレジ近くや窓口付近に設置
お店に設置した募金箱で、市民の皆さんに気軽に募

德増康弘

②職場での募金活動
職場に設置した募金箱で、社員の方々を中心に募金

金に参加していただくものです。昨年度は市内233か

活動に取り組んでいただきます。

所の募金箱に総額515,149円が寄せられました。今年

③行政区での募金活動

度は250か所以上の設置を目標としています。
ご連絡いただければ赤い羽根などの資材、

行政区単位で募金に取り組んでいただくものです。
等につきましては、社協職員が赤い羽根やチラシを持

訪問させていただきます。羽根、風船の補充

って、説明にうかがわせていただきます。

用負担はありません。

5,597円
10,000円
48,600円
8,470円
120,000円
1,000円

匿名

昨年度は、８行政区のご協力がありました。実施方法

募金箱を持って職員が協力店様を９月中に
も本会職員が行いますので、協力店様に費

三井化学㈱鹿島工場
小若建設㈱
石津若葉会
菱木健治

神栖市シニアクラブ連合会 13,264円
神栖市シルバー人材センター 15,051円

募金箱募金、職場や行政区での募金の運動期間

39,432円

平成28年10月1日〜平成28年12月31日

19,512円

募金は、茨城県全体の福祉の充実と、神栖市で実施されるひとり暮らし高齢者の｢さわやか会食会｣、福祉･介護
･医療の仕事に関心のある高校生を対象とした講座｢進路アシストカレッジ」の開催、小・中学校、企業を訪問して

大竹不動産(未使用ハガキ)
匿名(未使用ハガキ)

の｢福祉教育出前講座｣の実施（本紙表面で特集しています）に活用されます。
お問い合せ先：茨城県共同募金会神栖市支会(神栖市社協内) 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

岩井英子
吉沢千栄子

藤崎節子

岩井英子 茅原一美
㈱沼田電器
サタデーズ
お茶の儀兵衛
東仲島東仲よし会
常陽銀行波崎支店
三井化学㈱鹿島工場
鹿島サンケン㈱
三菱化学㈱鹿島事業所 神栖済生会病院 JFE条鋼㈱鹿島製造所
匿名3件
JFE条鋼㈱鹿島製造所
きさき保育園
三国屋建設㈱ 櫻井浩子(布32枚) ドンペリ(石けん99個)
神栖アウトドアクラブ
㈱多田自動車 ほほえみ(お弁当容器290個)
全農サイロ㈱鹿島支店
小若建設㈱ ㈱三金(書き損じハガキ100枚)
茨城県立波崎高等学校
神栖柔道スポーツ少年団
大勝建設㈱ 大竹不動産(書き損じハガキ5枚)
波崎水産加工業協同組合
なごみ会 小若建設㈱(書き損じハガキ7枚)
ダイヤリックス㈱鹿島支社
ベルの会 神栖済生会病院(書き損じハガキ1枚)
㈱三金 吉沢千栄子(鞄7個､ハンドソープ4個)
鹿島共同再資源化センター㈱ 匿名10件
小林幸子

石田益枝 三国屋建設㈱
3,141円 茨城県立波崎高等学校
1,950円 JFE条鋼㈱鹿島製造所
波崎水産加工業協同組合
㈱三金
匿名2件

㈱多田自動車
匿名12件(
匿名5件

尿取りパッド1袋､毛糸11玉､
1台､入浴剤多数)

