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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

共同募金運動が全国一斉にスタートしてひと月が過ぎました。
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神栖市における共同募金は、商店、飲食店、医療機関、薬局等の
ご協力による市内242か所の“募金箱募金”、各地区を単位とする
“地域募金”、職場で従業員の皆様に取り組んでいただく“職域募
金”などを展開しており、すでにたくさんの暖かいお気持ちが市内

『発達障害児の理解と支援』講座
を開催します

各所から寄せられています。
募金は、茨城県の福祉の充実や大災害発生時の支援活動、市内で
実施される学校・企業の“福祉教育出前講座”、介護・医療・保育

発達障害には、対人関係を築くことやコミュニケーションが苦手といった特徴があります。これらは生まれつき
の脳機能の障害が原因であり、本人のわがままや親のしつけの問題ではありません。こういった特性を支援者や家
族が理解し、早い時期から適切にサポートすることが、子どものよりよい成長につながります。
この研修会は、幼児期の集団生活の場に関わる保育士・幼稚園教諭を対象に、発達障害の特性を正しく理解し、
実際の保育現場での関わり方や具体的な支援方法等の実践力を高めることを目的としています。経験豊富な講師陣
が発達障害の特性に合わせた具体的な支援法、保護者へのサポートについてお伝えします。すぐに保育現場に活か
せるヒントや事例が満載です！

募金箱の例。目印
は、小さなのぼり旗
です。募金した方
は赤い羽根、風船
をどうぞ。

募金箱設置協力店は、神栖
分野への進学・就職に関心のある高校生を対象とした“進路アシス 市社協ホームページ(http://
トカレッジ”に使われます。募金箱設置協力店で、お住まいの地域 Www.kamisushakyo.com)でお
知らせしています。右側の
で、お勤め先で、皆様のご協力をお願い申し上げます。
カテゴリー｢共同募金運動｣
を選択してください。
※新たに土合舎利保育園（矢田部7793-16）、済生会波崎診療所
(波崎8968)に募金箱を設置しました。

共同募金についてのお問い合わせは、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

第2２6回 地域ネットワーク勉強会のお知らせ
研修科目及び講師

日 時

●講義
講師：県発達障害者支援センター 社会福祉士

概 要

野口雄樹 氏

公開講座

●講義
講師：子育て科学アクシス 臨床心理士 上岡勇二氏
●講義
講師：茨城西南医療センター病院 作業療法士 根本浩則氏
公開講座

●演習
講師：茨城西南医療センター病院 作業療法士 根本浩則氏

・ʻ障害ʼとは何か
・定型発達と発達障害の違い
・県内医療・支援機関の情報

障害とは何か 〜発達障害の理解と支援〜

午後７時〜午後 時
保健・福祉会館 ２階 研修室
発達障害のある方への支援等について定めた発達障害者支援法が改正され、
今年８月から施行されました。

・感覚統合とは
・感覚統合と情緒・社会性の発達の
関連性
・感覚発達を促す遊び

の原因を、障害そのものではなく、周囲に工夫や配慮がない状況(社会的障壁)

・気になる行動の解釈と支援
（子どもに合わせた行動分析の仕方）
・子どもに合わせた遊びの提案

すれば落ち着ける・安心できるのか、周囲の理解と環境調整を軸にした支援を考えることが必要です。

※第１回、第３回は、公開講座です。事前申し込みをしていただければ、どなたでも参加できます。
保育者や教諭、子育て支援関係者、保護者など発達障害児支援に関心のある方々の参加をお待ちしています。

改正法の基本理念には、発達障害者支援の柱の一つとして、日常生活を送る
上での｢社会的障壁｣を取り除くことが盛り込まれました。これは生活上の困難
にあるとする、発達障害の捉え方の転換を図るものです。
子どもの｢騒いでしまう｣｢順番が待てない｣などの行動に対し、その子にどんな個性や特性があり、どこに配慮
今回の勉強会では、発達障害またはその疑いのある子が具体的にどのような場面で困難を抱えているのか、
どういった支援が望まれているのか、子どもの発達段階と発達の特徴を照らし合わせながら考えていきます。
保育者や教諭、子育て支援関係者、保護者等、子どもに関わる方々の参加をお待ちしています。

※事前申し込みが必要です(左記の連続講座を受講される方は不要です)。12月3日(土)午前開催の第227回
勉強会(テーマ:感覚統合の視点での行動理解と遊びのポイント)のお申し込みも併せて受付しています。
神栖本所 地域福祉推進センター 担当:三浦 電話 0299-93-0294
＜有料広告のご案内＞

★お問合せ・お申込み先

もしくは障害児支援機関に勤務されている方で
全５回すべての講座に参加できる方
（全課程修了者には修了証を交付します）
●定 員 上記全５回講座 ４０名（先着順）
●場 所 神栖市保健・福祉会館 ２階 研修室

１１月１６日(水)

・発達障害の特性と脳のしくみ
・家族の障害受容の過程
・本人、家族に寄り添った支援とは

・問題とされる行動の捉え方
●講義
・絵カードなどの効果的な活用方法
講師：東京成徳大学 応用心理学部臨床心理学科 助教 菊池春樹氏 と支援の意味、考え方

●対 象 市内在住または在勤の、保育士・幼稚園教諭

「いつかは聞きたい！」が気軽に聞ける身近な勉強会

※平成28年11月９日(水)までに
お電話にてお申し込みください。

社協法人会員様（年会費１口10,000円、２口以上）を対象に、有
料広告を募集しています。
・かみす社協ニュースへの広告１号掲載と神栖市社協ホームページ
へのバナー１か月掲載(税込1,000円〜)
・かみす社協ニュースへの広告１号掲載のみ(税込1,000円〜)
・神栖市社協ホームページへのバナー掲載のみ(税込500円/月)
法人会員ご加入、有料広告のお問い合わせは、神栖市社協（電話
0299-93-0294）担当：名雪 まで

＜広告＞
整形外科・内科・精神科・心療内科

児玉医院
もの忘れ・認知症外来・認知症リハビリテーション
児童精神・各種メンタルケアのご相談
ＴＥＬ ０２９９−９３−１１７７

かみす社協ニュース

茨城県知事表彰・茨城県社会福祉協議会会長表彰 (敬称略)

開催！11月のわくわくサロン､子育てサロン

10月28日(金)に茨城県立県民文化センターで開催された第66回茨城県社会福祉大会において、永年にわた
り社会福祉発展に功績のあった神栖市の皆様が顕彰されました。受賞された皆様、おめでとうございます。

＜茨城県知事表彰＞
○民生委員・児童委員
日髙 勝利 髙栁のり子
井口 和子 石橋 初江
○社会福祉援護功労者
灯譜美会

梅原 尽

石沢 義次

○社会福祉施設職員
島田三枝子(
篠塚佐知子(
蔵品 信子(
竹中 睦美(
岩上 良恵(柳川保育園)

)
)
)
)

○社会福祉団体関係者
伊藤 精藏(
永井 芳信(
谷川 正男(

＜茨城県社会福祉協議会会長表彰＞
○民生委員・児童委員
○社会福祉施設役員
○社会福祉施設職員
谷中 照子 髙橋 榮子 太田 敏子
笹本 優子(みだ保育園)
小田 貴子(
德永 正克 岩田芙美子 石井 京子
飯塚 恵子(みだ保育園)
○社会福祉団体役員
粕谷美津子 横田やす子 髙島 弘次
○ボランティア
馬場 政子(
小山富美子 池田 四郞 石津 滿
フレンズモニカ 押切 勝
山間 松代(
山田 利市 書川友紀子 栁堀千穗子
仲條 清
仲條 京子 山本利兵衛(神栖市遺族会)
小川 待子 三浦 弘子 小関喜代子
府馬 愛子
平島 幸子 野中 敬子

神栖市福祉作業所きぼうの家

)
)
)
子育てふれあい広場『ひよこ』は、11月16日(水)10:00〜11:30開催です
子育て中のママたちがリフレッシュできる“ヨガ教室”を開きます。
お子さんと一緒に参加して、ママ同士で育児の情報交換をしながら楽しい時間を
すごしませんか。(事前申込不要、参加費無料。ヨガマットまたはバスタオルを
当日お持ちください)
場所：市保健･福祉会館 会議室A 対象：子育て中の親子(年齢は問いません)

)
)
)

【就労継続支援Ｂ型 定員20名】
【生活介護 定員10名】

きぼうの家は、内職や農耕、縫製品製作などの作業訓練により、働くことの喜び
や達成感を通して障害のある方が自信を得たり、ステップアップしたりできるよう
に支援する通所施設です。今回は、農耕作業に焦点を当て、ご紹介します。
今年はジャガイモやニンジン、サツマイモ、ニンニクなどを育て販売しました。
丁寧に苗を植え、雑草を抜き、作物を育てます。作業は細かく分けられており、
苦手なことは他の仲間がカバーし、協力し合って野菜を育てます。大変さもありま
農耕は土作りから。もみがらや
すが、自分たちが育てた野菜を収穫する時の喜びは格別です。
石灰をまき、土を耕します。
地域の方との交流も、農耕の楽しみの一つです。近隣の農家の方からアドバイス
をいただだく時や、野菜を販売する時のお客さんとの会話、｢おいしかった｣という
購買者からの声も、利用者の楽しみや励みになっています。
内職や農作物の売り上げから工賃が利用者に支払われます。工賃は、自分たちの
作業が他の人の喜びになった証です。きぼうの家では、利用者が「明日も作業を頑
張ろう、おいしい野菜を育てよう」と思える日々の充実感を大切にしています。
毎年恒例のカレーパーティーで
大地の恵みに感謝。きぼうの家
で採れた野菜を使います。

たくさんのサツマイモを収穫！
草抜きの大変さも忘れます。

＜神栖市福祉作業所きぼうの家＞
場
所………神栖市溝口1746-1
開所日時………月曜日〜金曜日 午前9時〜午後3時
（12月28日〜1月3日、祝祭日除く)
利用できる方…市内在住の18歳以上の身体･知的･精神障害者で、障害福祉
サービスの支給決定がされている方
利用料金………障害区分・所得により異なります
お問合せ………福祉作業所きぼうの家 担当:大川 電話:0299-92-4113
※見学や体験利用も随時お受けします。職員が訪問してサービスを説明させ
ていただくこともできます。
※きぼうの家は、神栖市社協が神栖市から指定を受け運営しています。

☆寄付金預託☆ 合計155,809円
三国屋建設㈱
ばんなん白光園
はさき遊漁船協議会
伊東ストア
野中祥代
匿名

7円
3,870円
44,202円
1,806円
5,437円
2,000円
45,500円

かれー麺実之和
一貫堂文房具店
かしまなだ診療所
ちあふる
そば処砂場
和風レストラン三金
社協神栖本所募金箱

1,810円
5,454円
829円
3,066円
7,712円
14,217円
4,047円

石神行政区民

15,002円

匿名(未使用ハガキ)

德増康弘
濱田和雄
三国屋建設㈱
中央図書館
小野寺規
田中律子
㈲伊とう屋
㈱丸章運輸 大勝建設㈱
神栖済生会病院 鹿島石油㈱鹿島製油所
ばんなん白光園 三菱化学㈱鹿島事業所
こいえ産婦人科医院 常陽銀行波崎支店

鹿島特別支援学校PTA神栖・波崎支部
樋口義則

濱田和雄

濱田和雄

児玉勝

匿名3件

小野寺規

樋口義則(書き損じハガキ5枚)
丸山歯科医院 神栖済生会病院(書き損じハガキ4枚)
鹿島特別支援学校波崎支部 田向種苗店
茨城県退職公務員連盟鹿島支部神栖A班･B班
鹿島特別支援学校PTA神栖･波崎支部
(タオル143本､雑巾8枚､ハンカチ5枚)
鹿島サンケン㈱ ベルの会
匿名3件
栗橋きみよ(タオル12本)
田中律子(ぬいぐるみ5個)
田中律子
末松正好
濱田和雄
山田法保(車いす1台)
ベルの会(布3枚)
栗橋きみよ
常陽銀行波崎支店
三国屋建設㈱(外国紙幣)
鹿島石油㈱鹿島製油所
三国屋建設㈱
平山真知子(紙おむつ1袋)
鹿島特別支援学校PTA神栖･波崎支部
八馬塗装店(タオル32本､ハンドタオル25枚､
匿名
鹿島特別支援学校PTA波崎支部
手拭い１枚､石けん７個)
匿名4件(お米60kg､布多数､紙おむつ1袋

850円

多大な寄付をありがとうございます
9月28日、エヌエスグループ様から、同グループ主催のチャリティーゴルフ
コンペ参加者の皆様から寄せられた寄付金45,500円をいただきました。ご芳志
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。
エヌエスグループ根本会長(写真左)に高安社協常務理事
(写真中央)から善意の証をお贈りしました。

