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地域福祉事業・ボランティアセンター事業
○福祉の総合相談 2,883件、在宅訪問活動 1,558件
○福祉後見サポートセンターかみすの運営

未来の自分を見つめる 夏の短期集中講座です

○こころの相談室 相談件数 127件

進路アシストカレッジは、介護職や看護職、保育者などの福祉・医療の

同じ思いを持つ仲間と一緒に学びませんか？ぜひご参加ください！
■申込期間：
■定 員：２０名

■参加費：無料

■対
■

〈昨年度の職場体験の様子〉
★全課程修了者には修了証を交付し
ます。また、大学や専門学校等を
受験する際、神栖市社協から推薦
書を発行します。

象：神栖市在住もしくは市内の高校に在学中の高校生

201
○高校生の進路アシストカレッジの開催
(本紙表面にご案内を掲載しています）
○ボランティアに関する相談への対応 1,682件
○ボランティア登録者への支援 個人40名、団体82組
○交流サロンの運営 のべ利用者1,640名

※先着順ですが、定員超過の場合は高学年の方を優先
とさせていただきます。

※写真は、大野原小学 平成29年度
校での車いす体験。
市内小･中学校14校で 245,759千円
28,305千円
実施し、のべ1,944名 (内部取引除く)
が体験しました
本会専門職４名を
行政に派遣
31,377千円

協力会員 28名、利用会員 53名、活動件数 715件

7月23日(月)
会場：恵日山長照寺(神栖市太田392)

6日目

8月10日(金)
会場：神栖市保健･福祉会館(溝口1746-1)

○地域ネットワーク勉強会の開催 12回開催、のべ578名参加
(本紙裏面で第246回勉強会をご案内しています)

10:00〜 ｢専門職に必要な心構え｣について話し合い
09:30〜 開講式／オリエンテーション
※専門職のアドバイスを受けながら、職場
10:30〜 講話｢協力することの大切さを改めて考えよう｣
体験で感じたことや、これからの自分に
必要なことを仲間と話し合います。
※昼食は長照時にて参加者全員で作ります。

○ファミリーサポートセンター事業の受託運営

14:30〜 職場体験に向けての準備、諸注意説明(60分)

○高齢者相談センターの受託運営(波崎支所) 相談件数 448件

7月24日(火)〜8月9日(木)のうち4日間
2日目
〜5日目 市内各施設で職場体験

講師:白十字看護専門学校 堤朝子氏(看護師)
講師:鹿島病院 齋藤和俊氏(作業療法士)
講師:
五十嵐幸子氏(介護福祉士)
講師:市子育て支援課 早見咲絵氏(保育士)

09:30〜 ※職場体験の日程はアシストカレッジ申込後、
12:00〜 休憩 ※昼食は各自準備してください。
16:00 希望職種に合わせて各施設と調整します。
13:00〜 講話｢福祉･医療の専門職になるために必要なこと｣
原則、昼食を各自持参してください。
13:00〜
14:10〜 修了証交付／閉講式
職場体験協力機関
･軽野保育園(知手)
･きさき保育園(木崎)
･深芝保育園(深芝)
･波崎こども園(波崎)
･うずも保育所(知手中央)
･

･白十字総合病院(賀)
･
･渡辺病院(土合本町)
･
･新扇歯科医院(木崎)

福祉作業所
きぼうの家の運営
(市の指定管理者)
のべ利用者数 5,056名

○住民参加型在宅福祉サービス「うぃるかみす」の運営

アシストカレッジの日程
1日目

39,895千円

○精神保健デイケアの運営(一部を市から受託)

高校生のみなさんが、専門職が働く実際の現場で“専門職に必要な知識や
目的として開催しています。将来、専門職として働きたいと考えている方、

障害者デイサービス
センターのぞみの運営
(市の指定管理者)
のべ利用者数 2,701名

○

専門職に関心のある、または目指している高校生を対象とした講座です。
技術”を学び、職業選択や福祉・医療の資格取得を目指す一助となることを

地域福祉事業・
ボランティアセンター
事業 136,340千円

○生活困窮者自立支援事業の受託運営(29年度から受託)

･
･ふくしの介護センター(高浜)
･
･ハミングハウス(矢田部)
･でいサービスみなと(土合南) ･
･福祉作業所きぼうの家(溝口)

※順不同、敬称略。希望する職場体験施設が上記以外にある場合には、社協がその施設と交渉します。

整形外科・内 科
精神科・心療内科

もの忘れ・認知症外来・児童精神
認知症リハビリテーション
各種メンタルケアのご相談

子育てサポーター 234名、利用会員 754名、活動件数 1,930件
○障害者相談支援事業所の受託運営 相談件数 759件

ホームヘルプサービス
の運営…7,798千円
訪問件数 2,424件、
訪問時間数 2623.5時間

障害者計画相談
支援事業の運営
…2,044千円
計画作成と
モニタリング 172件

平成29年度収入決算額合計 ………255,659千円

○事業収入 …………………………………………35,297千円
職員派遣、社協事業の利用料等による収入です。
○会費収入 …………………………………………15,420千円 ○就労支援事業収入 …………………………………1,233千円
神栖市の各世帯、団体、法人の皆様からの会費収入です。
福祉作業所製品等の売上げです。利用者に支払う
○寄付金収入 ……………………………………… 2,700千円
工賃の財源となります。
市民の皆様から寄せられた災害義援金や社協募金箱へ ○介護保険事業収入 …………………………………3,342千円
の募金、社協活動への寄付金です。
○障害福祉サービス等事業収入……………………80,759千円
○経常経費補助金収入 ……………………………77,132千円
ホームヘルプサービス、障害者デイサービス、福祉
神栖市から交付される助成金、茨城県共同募金会からの
作業所運営による収入です。
事業助成金です。
○その他の収入……………………………………… 921千円
○受託金収入 ………………………………………30,606千円 ○積立金の取り崩し …………………………………3,000千円
○平成28年度からの繰越 ……………………………5,249千円
(内部取引除く)

創業８５年

幸武ホーム

第246回 地域ネットワーク勉強会のお知らせ

障がい者就労支援事業所キチクロの木工製品

脳血管障害やけが等による《高次脳機能障害》
障害の特性と支援センターの取り組みについて

７月23日(月)

このシリーズは、神栖市内で特色のある製品を生産・販売している障害者施
設が、それぞれ自信をもってオススメする逸品をご紹介します。
キチクロでは、木工製品や布製品の製作、内職、除草作業等を通して、利用
者が仕事への自信を持てるよう支援を行っています。
イチオシは“木工製品”です。今回ご紹介するアルファベットブロックは、
子どもの知育玩具やインテリアとしても人気があります。ヒノキの木片から節
の使えない部分を除き、裁断、ヤスリ掛けまで、ひとつひとつ手作業で作られ
ています。なめらかな手触りとヒノキの香りが魅力です。
キチクロのほか、ネットショップminne(ミンネ)でもお求めになれます。
「ミンネ キチクロ」で検索をしてください。

№4

午後7時〜午後8時30分
保健・福祉会館2階 研修室
参加費：無料

脳血管障害（脳出血、脳梗塞、クモ膜下出血など）や外傷により脳がダメージを受けると、身体に残る障害

とは別に、「注意が散漫になる」「怒りっぽくなる」「物覚えが悪くなる」「段取りがうまくできなくなる」
｢こだわりが強くなる」などの症状が現れることがあります。このような言語や記憶、注意、情緒等の認知機
能に起こる障害が、高次脳機能障害です。この障害は、退院して日常生活や職場に戻った時に初めて気づくこ
とも多くあり、「見えない障害、隠れた障害」と言われることもあります。

木工アルファベット １セット2,300円

【問合先】一般社団法人Ｏ.Ｋ.ｆａｃｔｏｒｙ Ｋｉｃｈｉ-Ｋｕｒｏ【キチクロ】 神栖市下幡木3919-47

電話：0299-77-7111

高次脳機能障害支援センターは、県内で唯一、当事者やご家族、関係機関等から寄せら
れる相談への対応や、研修会を通じて関係機関との連携を強化し、当事者が孤立しない

開催！7月のわくわくサロン

ネットワークづくりなどの包括的な取り組みをしています。
勉強会では高次脳機能障害の特性、当事者への関わり方のポイントとあわせて、支援
センターの相談支援体制についてお話しいただきます。
高齢者、障害福祉サービス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、当事者、そのご家族など、皆様のご参加をお持ちしています。

平成30年度 神栖市社協福祉活動基金助成のご案内
神栖市社会福祉協議会は、社会福祉分野で活動する市内のボランティア団体(神栖市社協ボランティアセンター
に登録し、活動1年以上の団体）や市内の小・中・高校、当事者グループを対象に活動費や資材購入費の一部を

☆寄付金預託☆

合計111,768円

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

助成しています。平成30年度の助成内容は下記の通りです。

対象事業

助成対象団体

助成限度額

ボランティアグループ活動費

過去の助成決定５回未満の団体

50,000円

ボランティア活動資機材の整備

左記の助成を過去10年間受けていない団体

50,000円

ボランティア協力校助成事業

神栖市内の小・中学校、高校

50,000円

地区別サロン活動費

過去の助成決定３回未満の団体

20,000円

当事者グループ活動費

過去の助成決定３回未満の団体

20,000円

※神栖市社協以外の機関から活動費の助成を受けている団体は対象となりません。
【受付期間】
【申込方法】申請書類に必要事項をご記入の上、添付書類と合わせ最寄りの社協窓口へご提出ください。
申請書類は社協窓口でお渡ししています。本会ホームページからもダウンロードできます。
にゅうい

【問合せ先】神栖本所0299-93-0294(担当:乳井・相良)

波崎支所0479-48-0294(担当:篠塚・奥村）

波崎日中友好協会
白十字総合病院看護部

46,325円 神栖法律事務所弁護士安重洋介
5,000円 神栖シニアハイキングクラブ 菊地ツヤ 神栖シニアハイキングクラブ 德増康弘
日本トランスシティ㈱輸送課 吉川尚子 鹿島石油㈱鹿島製油所
三国屋建設㈱
県造園建設業協会・神栖市緑化組合
・神栖市総合建設業協会
54,101円 シニアネットワークかみす 大勝建設㈱ めん丸神栖店
匿名4件
匿名
5,000円 三菱ケミカル㈱鹿島事業所 神栖郵便局
三国屋建設㈱ 神栖シニアハイキングクラブ(タオル22本)
鹿島石油㈱鹿島製油所
吉川尚子(未使用ハガキ)
野口豊(未使用ハガキ)

470円 栄興業㈱鹿島営業所
872円 神栖済生会病院

☆物品預託☆
神栖シニアハイキングクラブ
茅原一美
シニアネットワークかみす
神栖アウトドアクラブ
太田みゆき
匿名1件
貫和電気管理事務所
匿名3件

税理士法人
タックス･イバラキ
＜栗林会計事務所＞

㈲真和堂印刷 高須守(シルバーカー２台)
匿名6件 村田和子(
奥主ちよ(布多数)
神栖シニアハイキングクラブ
㈲大野工業(タオル15本)
シニアネットワークかみす
ダイヤリックス㈱鹿島支社
吉川尚子

)

