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128の企業・事業所様が、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。
発 行 社会福祉
FAX 0299-92-8750(代表)
法
人 神栖市社会福祉協議会事務局(神栖市溝口1746-1) TEL 0299-93-0294(代表)
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謹んで新年のご挨拶を申し上げます
旧年中は社協活動へ多大なご協力を賜り、厚く御礼申し上げます。
本会は、今年も、市民や企業、学校、各専門機関の皆様のご協力をいただきながら、神栖市民の
安心につながる取り組みを進めて参ります。
本年も社協活動へのご理解、ご協力をよろしくお願い申し上げます。
神栖市社会福祉協議会 会長 保立一男 役職員一同

「困ったな･･･」

そんな時は社協へ相談を！

福祉の総合相談窓口として、生活の中での不安や困りごとの相談を受け付けています。ひとりひとりの状況に
合わせた支援内容を考え、様々な専門機関・団体と連携して問題解決に取り組みます。どこに相談してよいかわ
からない困りごとに対しても、社協がわかりやすい「案内役」として適切な機関へつなぎます。

窓口

電話

訪問

★福祉後見サポートセンターかみす

★ことばと発達の相談室（予約制）

身の回りのことや財産管理などでお困りの認知症高

ことばや発達に不安を抱えるお子さんとその家族を

齢者、知的障害者、精神障害者などが住み慣れた地域

対象に、言語聴覚士がコミュニケーションの取り方や

で安心して生活を送ることができるよう、契約行為や

ことばの訓練を実施します。

法律行為などの代理をする成年後見制度の相談をお受

★障害者地域生活支援センター（市受託事業）

けします。また、福祉サービスの利用に関する相談や

障害者福祉サービスの内容説明や利用調整、社会参

助言、手続き、支払い等の援助を行う日常生活自立支

加など、障害を抱える方やご家族の相談に応じます。

援事業も行っています。

ご希望によりサービス利用計画の作成も行います。

★ボランティア活動に関する相談
「ボランティア活動をしたい」「ボランティアを募集
したい」など、多様なボランティアに関する相談を受
け、“やりたい時”に“できる範囲”で相談内容に合
った活動スタイルを職員が一緒にお探しします。

★こころの相談室

★ファミリーサポートセンター（市受託事業）
地域の子育てサポーターが、利用会員のお子さんを
利用会員宅やサポーター宅、児童館などの公共施設で
一時的にお預かりします(利用料金１時間650円〜)。
お子さんの年齢や保護者の方のご希望に合わせ、安心

害児に関わる保育士や幼稚園教諭等を対象とした研修会の開催といった発達障害児支援など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。
<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
㈲鹿島トーヨー建創
㈱花ヶ崎モータース
㈱さくた
< ２ 口 > ㈱アイオート
㈱
㈱会津商会
かしまなだ診療所
㈱三金
赤妻電気㈱
鹿嶋ハートクリニック
あきら医院
鹿島埠頭㈱
アクツ自動車工業㈱
鹿島臨海スポーツ
ＮＰＯ法人あすなろ会
かみす眼科
荒野歯科医院
神栖済生会病院
㈱柴橋商会東関東支店
㈱五十嵐商事
神栖市商工会
常総開発工業㈱
㈱泉ハウジング
神栖市衣料品店会
㈱常陽銀行神栖支店
㈱磯野電気
神栖市総合建設業協会
㈲シルバーフライブ
井上新聞店
㈲かみす葬祭
㈲真和堂印刷
いばらきコープ生活協同組合
㈱スポーツ高橋
㈱上杉物産
㈱鴨安商店
清仁会病院
エグゼコア
軽野保育園
セントラル歯科医院
エヌエス商事㈱
木内製菓㈱
大成商事㈱
きさき保育園
ダスキン神栖
太田保育園
㈲ケイエス在宅介護サービス 中国木材㈱
㈲岡野印刷
こいえ産婦人科医院
㈱小堤工業
土合舎利保育園
向後セラミックス㈲
㈱開成堂
㈲刀水堂薬局
廣幢院
鹿島旭自動車ボデー㈱
東洋工事㈱
医療法人社団公慈会
鹿島オート㈲
㈱トラヤ
㈲港南保険事務所
鹿島観光自動車㈱
日本通運㈱鹿島港支店
㈱カシマクオリティーライフ 光和デリカ㈱
特別養護老人ホーム白寿荘
コスメ山本
鹿島港湾運送㈱
白十字看護専門学校
児玉医院
鹿島商館
はさき漁業協同組合
㈱寿商事
鹿島食品㈱
波崎水産加工業協同組合
コビキ工業㈱
鹿島信販㈱
はさき寿長生の家
小若建設㈱
鹿島設備工業㈱
波崎旅館業協同組合
㈲佐藤造花店
鹿島都市開発㈱

㈲浜松タクシー
ハミングハウス
ケアハウスばんなん賀
㈲ヒショウ
人見医院
日の丸ギフト
ぴよぴよ保育園
㈲ふくしの
豊栄電機㈱
牧医院
ＭＡＫＯツーリスト
㈱誠
誠殖産工業㈱
㈱マサキヤ
松崎薬局神栖知手店
丸全昭和運輸㈱
萬徳寺保育園
三国屋建設㈱
みだ保育園
水戸ヤクルト販売㈱
武藤小児科医院
㈱山沢自動車
㈲山本運輸
山本石油㈱
柳川保育園
㈱ロングライフ
匿名１法人

※現在も法人会員の募集を行っています。会員加入についてのお問い合わせは、神栖市社協地域福祉推進センター
電話：0299-93-0294 担当:名雪(なゆき)まで

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｡

（募集人員：１名） 時給
円
勤務時間：週２〜４日（週労働時間：16時間程度）
日：日曜日ほか週２〜４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：資格手当、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
連 絡 先：神栖本所 担当：相良(さがら) 電話0299-93-0294 ※必ずお電話ください。

して利用できるようコーディネートします。

★高齢者相談センター（市受託事業）

ストレスで眠れない、精神疾患のある家族との関わ

高齢者の介護予防を目的に、在宅での生活に関する

り方など、ご本人やその家族の心の悩みや不安に作業

相談に総合的に応じます。※対象は、地番に波崎、矢

療法士(精神科)、精神保健福祉士が相談に応じます。

田部、土合が付く地区にお住まいの方です。

問合先

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、発達障

神栖本所:担当 三浦・飯田 TEL0299-93-0294

波崎支所:担当 坂本・篠塚 TEL0479-48-0294

整形外科・内科・精神科・心療内科

児玉医院
ばんなん白光園・ケアハウスばんなん賀
白寿荘・神栖訪問看護ステーション
白十字看護専門学校・白十字保育園

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
第228回 地域ネットワーク勉強会のお知らせ

「いつかは聞きたい！」が気軽に聞ける身近な勉強会

精神障害者の就労支援につながる日常生活支援

１月２６日(木)

《報告》第８期発達障害療育者研修会

-全課程修了者は28名-

平成28年11月16日から12月７日にかけて開催した第８期発達障害療育者研

午後７時〜午後９時
保健・福祉会館 研修室

修会には、保育士、小学校学童クラブ職員、障害児支援事業所職員など、市内の
様々な関係機関から参加をいただき、28名が全5回の課程を修了しました。

現在、障害者の就労支援事業所が増加傾向にあり、神栖市にも１０を超える事業所があります。

この研修会は、発達障害の知識と特性の理解を深め、幼稚園や保育園などの実

利用者も増えていますが、精神障害者が利用する場合、就労を焦るあまり生活リズムが崩れたり、

際の現場での関わり方や具体的な支援のポイントを学ぶことを目的に、平成17

精神的に不安定になったりしないよう、日常生活を安定するように支援することが大切です。

年度から開催しています。これまでの通算で、本研修を251名が修了しました。

今回の勉強会では、精神障害者を主な対象に生活訓練、就労支援、生活の場を提供する入所施設
やグループホームを展開する「ほびき園」の生活支援員、有澤英之さんを講師にお招きします。
ほびき園は、生活の基本となる掃除や洗濯、調理といった家事と服薬管理、日中の過ごし方の訓
練から、企業での就労までをサポートする事業所です。その取り組み事例をもとに、①日常生活に必要な対人関係

講義では、実際の療育場面の映像を見ながら行動分析の仕方を学んだり、現場でできそうな工夫をグループで
考えたりと、経験豊富な講師陣の協力により、発達障害児を理解し、支援していくための実践的な研修会となり
ました。今後も、神栖市社協は、障害のあるご本人やご家族が安心して暮らせる環境となるよう、多くの専門職
の皆さんと共に“理解と支援の輪”を広げる取り組みを展開していきます。

や家事などのスキルを身につけるための支援、②利用者が持っている強みを引き出す関わり方などについて、精神

開催！1月のわくわくサロン・子育てサロン

障害者の就労支援に結びつけてお話しいただきます。
精神障害者と関わる機会の多い支援者や障害者のご家族など、多くの方のご参加をお待ちしています。

神栖市福祉作業所きぼうの家

ハンドメイドの暖かみ！縫製品のご紹介

きぼうの家では作業訓練のひとつとして、雑巾、刺

わくわくサロンあけぼの
友愛サロン
ほっとサロン
わくわくサロン知手浜
わくわくサロンすこやか
わくわくサロンみもざ

1/６(金)
1/10(火)
1/17(火)
1/19(木)
1/19(木)
1/20(金)

知手中央仲町公民館 ふれあいサロンめだか
溝口集落センター
わくわくサロン松原
大野原児童館
知手浜公民館
はさき福祉センター
山本宅

1/22(日) 新港公民館
1/23(月）若ノ松区民会館

ミシンがけ。直線、曲
線を使い分けます。

しゅうタオル、巾着、毛糸製品や小物等の製作と販売
を行っています。
作業工程を細かく分け、各自できる部分を担いみん

たくさんの心あたたまる善意をありがとうございました

なで作った製品は、まさにオンリーワンな品で、購入

☆寄付金預託☆

した方からは「丈夫で使い勝手がよく、値段も手頃」
との声をいただいています。
製品が売れるだけではなく、購入者からの声が利用
者にとっての大きな喜びや自信になっています。

製品の補充や入れ替え
を行うとともに、売れ筋
品の確認をします。

価格は100円〜500円です。きぼうの家、市役所(本
庁１階障がい福祉課窓口)、ボランティアセンター(神栖
市保健・福祉会館２階)でお求めになれます。どうぞお手
に取ってご覧ください。
縫製品の一部は、皆様から寄付された布で製作してい
季節の柄もあります。12月はクリス
マス関連の刺しゅうが好評でした。

一番人気は、このバッグ。
可愛さと丈夫さが売りです。

ます。未使用の布地、毛糸、タオル等がありましたらき

合計110,690円 ☆物品預託☆

JAしおさい生産部会息栖支部
鹿行労福協
ちぎり絵(あじさい)
長谷川正･とくの
洋裁展
和裁展
小若建設㈱
神栖市観光協会
息栖小学校PTA
匿名

ぼうの家でお受けしますので、お寄せ下さい。

神栖市福祉作業所きぼうの家【生活介護事業所 定員１０名】【就労継続支援Ｂ型 定員20名】

矢田部公民館茶道講座一同
土合小学校PTA

きぼうの家は、障害のある方が内職作業や農耕作業、製作物作業と生活訓練等、働くことの喜びを通して、
本人の自信に繋げステップアップできるよう支援を行う施設です。
利用に関する相談、見学や体験利用も随時お受けしています。また、職員が訪問してサービスの説明させて
いただくこともできます。下記までお気軽にお問い合わせください。
●場
所………神栖市溝口1746-1
●お問合せ………電話：0299-92-4113（担当：大川）
●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、祝祭日を除く）
●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

匿名2件(未使用ハガキ)

宮澤則子(車いす1台)
粟野安子(紙おむつ4袋)
柴田紘子(タオル52本)
酒林電気工業㈱(老眼鏡4個)
㈲UNO化成(ゴムボール多数)
栗橋きみよ(ハンドタオル12枚)
小若建設㈱(書き損じハガキ2枚)

10,000円 長谷川正･とくの 柴田紘子
旭新運送㈱ 中央図書館
㈱会津商会
大勝建設㈱ 金山屋商店
小若建設㈱
三菱化学㈱鹿島事業所 酒林電気工業㈱
JXエンジニアリング㈱ 鹿島サンケン㈱
鹿島港湾運送
DIC㈱鹿島工場
神栖法律事務所 弁護士 安重洋介
國 信行(折りたたみ自転車1台)
吉沢千栄子(ピン留め､カチューシャ多数)
新扇歯科医院
三国屋建設㈱
匿名6件 井上弘志(インクジェットプリンター1台)
32,000円
匿名10件(
8,725円
栗橋きみよ 長谷川正･とくの
今井
匿名2件
酒林電気工業㈱
268円
4,247円
)
旭新運送㈱
匿名1件

10,000円
5,000円
7,998円
2,360円
1,524円
10,000円
15,683円

2,885円

