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神栖市社協のひきこもり状態にある方に向けた取り組みをご活用ください

■心理療法士と精神保健福祉士による相談（予約制・無料）

 ・月１回：金曜日　午後１時～（一人1時間/１日２名まで）

　心理療法士のアドバイザーと精神保健福祉士の資格を持つ職員が「ひきこもり家族相

談」を実施しています。「ひきこもり」は、対人関係の問題や自分に自信がもてないこと

など、様々な要因を背景に社会生活への不安を強く感じている状態にあり、このような状

態の改善には身近な家族の関わりが不可欠といえます。このため、家族が課題解決への意

欲を根気よく持てるように継続した相談支援を行います。　　　　　　　　　　　　　　  

■精神保健福祉士の職員による相談（随時）

①ひきこもり家族相談

②就労準備支援事業　～ひきこもり状態にある方の「はたらきたい」思いをサポートします～

　仕事に就きたいけれど、「人と話すのが苦手」「応募書類の作成に不安がある」「ハロー

ワークなどに行く勇気が持てない」などの理由で就職活動を躊躇している状況にある方に対

して、就労準備支援員がサポートします。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　今すぐの就労は困難でも、就労に向けた準備として、6か月から1年間かけて生活習慣や

社会生活に必要な基礎トレーニング、就労に向けた基礎的なスキル、知識の習得などをお手

伝いをします。※本人自身が意欲的に取り組める方に限ります。　　　　　　　　　　　　

地域ネットワーク勉強会“開催延期”のお知らせ
　神栖市社協が月１回開催している「地域ネットワーク勉強会」を新型コロナウイルスの感染者が神栖市内で

も急増傾向にあるため、感染防止の観点から勉強会の開催を見送ることとしました。勉強会の再開が決定次第、

かみす社協ニュース(本紙)や神栖市社協ホームページでお知らせいたします。　　　　　　　　　　　　　　

 お問い合わせ先：神栖本所 地域福祉総合相談センター　担当：川田、三浦　電話 0299-93-0294

【ご注意】

・精神疾患や発達障害の診断を受けている方

　は医師の治療方針が優先されます。

・学校に在籍している場合は、事前に学校や

　不登校支援機関へご相談ください。

 お問い合わせ先：神栖本所 地域福祉総合相談センター　担当：三浦、坂本、大川　電話 0299-93-0294

★募集要項等、詳細は神栖市社協ホームページで

　ご確認ください。

★採用試験申込書、エントリー

　シートは、ホームページから

　ダウンロードしていただくか、

　神栖市社協神栖本所までお越

　しの上お申し出ください。　　　　 

　　10月からの募金運動開始に向け、神栖市では各地区に「地域募金」のご協力をお願

いするとともに、「募金箱募金(お店に募金箱を設置)」「職域募金(職場で社員の方々に

よる募金)」にご協力いただける店舗・事業所様を募集しています。お申し出のあった店

舗・事業所様はかみす社協ニュース10月号で紹介しますので、ぜひご検討ください。

　地域募金協力をご検討されている地区や自治会からのご連絡もお待ちしています。

社協常勤職員(正職員登用候補者)を募集します
Ａ 大卒･社会人経験者 1名程度　　Ｂ 大学卒業者(卒業見込含) 1名程度

　神栖市社協では、市内唯一の福祉総合相談組織の一員として、福祉に関する相談援助やボランティア活動

の推進、新たな福祉サービスの企画・実施、事業にかかる事務等、社会福祉協議会業務全般に従事する職員

を募集します。採用者は、常勤職員（週31時間勤務。月給制。賞与・諸手当あり。社会保険完備）として

１年以上勤務（期間を短縮する場合があります）した後、「正職員登用制度に関する要項」に基づく正職員

登用試験を実施し、合格者を正職員に登用する予定です。

採用予定日

　Ａ 大卒・社会人経験者　　　令和４年１２月１日

　Ｂ 大学卒業者(卒業見込含)　令和５年　４月１日

申込受付期間 ‥‥９月20日(火)～１０月７日(金)

（Ａ･Ｂ共通） 　　　※午前8時30分から午後5時まで

　　　　　　　　　　※土･日曜日、祝日を除きます

応募要件 ‥‥‥‥1992(平成４)年４月２日以降に生まれ、学校教育法による大学(短期大学除く)を卒

　　　　　　　　 業した方で普通自動車運転免許を有する人、社会福祉活動に理解と熱意を有する方　　

　　　　　　　　　 ※Ｂについては令和５年３月卒業見込みを含みます　　　　　　　　　　　　　　

（Ａ･Ｂ共通）

採用試験日程 ‥‥第１次試験(筆記)：令和４年10月23日(日) ※１次試験実施前に書類選考を行います

（Ａ･Ｂ共通)　　  第２次試験(面接)：令和４年11月 6日(日) ※予定。１次試験合格者のみ

受付･問合わせ‥‥神栖市社会福祉協議会 神栖本所　担当：相良(さがら)、奥村

　　　　　　　　  神栖市溝口1746-1 神栖市保健･福祉会館内　電話 

赤い羽根共同募金 募金箱設置店･事業所を募集します

©中央共同募金会
 お問い合わせ先：神栖市共同募金委員会(神栖市社協) 神栖本所　担当:奥村　電話 0299-93-0294

鹿行聴覚障害者協会による手話出前講座のご案内
　茨城県では、聴覚に障害のある方の意思疎通に使われる手話を普及するための「茨城県手話言語の普及の促進

に関する条例」が、議員提案により平成30年９月27日に成立し、平成30年10月２日に施行されています。県

内の各市町村でも条例制定と併せて手話普及に向けた動きが広まっています。　　　　　　　　　　　　　　　

　今回、鹿行聴覚障害者協会の意向により神栖市社協で実施する福祉教育出前講座にご協力をいただけることに

なりました。手話に関する講座をご希望の小学校・中学校・高等学校の担当の先生方、一般企業の担当者の方な

ど、ぜひご連絡ください。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　お問い合わせ先：神栖本所 ボランティアセンター　担当：出口、飯田　電話 0299-93-1029

詳しくはこちらから

※いずれの相談も１回１時間を目安としています。

※ご本人の状況により、適した相談先の情報提供を行います。

※プライバシーは守られます。

～ひきこもり状態にある方のご家族に対して本人への関わり方を支援します～



☆お問い合わせ 神栖市社協 神栖本所 (担当：出口) 　波崎支所 (担当：乳井)

開催！わくわくサロン情報

にゅうい

7／1～7／31受付 順不同､敬称略つ も る 善 意
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

☆寄付金預託☆ 合計29,686円
●社協の地域福祉活動へ

　15,386円社協募金箱募金（2店舗）

●使用済切手

●書き損じハガキ

●ベルマーク

合計9,460枚

合計２枚

合計3,428枚

●

●その他

合計129個

瀬谷みさ子(毛糸36玉）

☆物品預託☆

匿名３件(ラップ６本、洗剤５本、下

着２枚、フェイスタオル５枚、紙おむ
つ１袋、尿取りパッド13袋)　　　　

社協ボランティアセンター窓口

合計14.3㎏14,300円

DIC㈱鹿島工場

スピードワゴン財団神栖支部

匿名４件

小林三津子
三菱ケミカル㈱茨城事業所

公益社団法人日本非常食推進機構
(ライスクッキー（48個入り）２箱)

きずなBOX(食品収集箱)土合南町内会

三国屋建設㈱

大勝建設㈱

なごみ会

鹿島ケミカル㈱

信越化学労働組合鹿島支部YG

横瀬小学校

太田新町シニアクラブ　

●もったいないを橋渡しプロジェクト関連

横瀬小学校

神栖アウトドアクラブ

ダイヤリックス㈱鹿島支社

社協ボランティアセンター窓口

匿名２件
東仲島東仲よし会

徳増康弘

済生会訪問看護ステーションかみす 匿名２件

明治安田生命波崎営業所

㈱大地神栖支店
岩井晴美

(紙パンツ６袋、尿取りパッド１袋）

斉藤美枝子(布地・レース多数）

鹿島加工サービス㈱、旭新運送㈱

(ライトウイングテーブル１台、大型絵本４冊、絵本７冊）

広告
白 十 字 総 合 病 院

健診センター併設

広告

神栖法律事務所

神栖法律事務所
茨城県弁護士会所属

　　弁護士 安重 洋介

　　弁護士 宇都宮 諒
〒 神栖市神栖 号

   ☎
http://www.kamisu-law.com/
ご相談は平日９時から１８時まで受け付けています
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　サロンは、家に閉じこもりがちな地域の高齢者や障害者、子育て中の親子などが身近な場所に集まって気軽に楽

しい時間を過ごす活動です。新たにサロンを立ち上げたい方々の「思い」を「活動」につなげられるよう、取り組

みへの調整や側面的な支援を行います。お気軽にご相談下さい。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

竹中建設㈱

鴨安商店

㈲フレンドリー

竹中建設㈱

鴨安商店

ダイヤリックス㈱鹿島支社

三菱ケミカル㈱茨城事業所

東仲島東仲よし会

太田新町シニアクラブ　

DIC㈱鹿島工場
NPO法人フードバンク茨城
(食品30㎏)

郡司幸奈(メモ帳160冊）

 令和4年7月28日(木)、鹿島加工サービス㈱様、旭新運送㈱様

より、社協を通し神栖市児童発達支援事業所「つくしんぼ」へ

テーブル１台（７月4日に直接届けられました）、「なのは

な」へ大型絵本４冊、絵本７冊の寄付をいただきました。　　

　 　
写真左から「つくしんぼ」川上様、鹿島加工サービス㈱矢島様、　　　　　　

「なのはな」早田様、社協狭山常務理事、鹿島加工サービス㈱澤様、　　

旭新運送㈱金生谷様、鹿島加工サービス㈱亀ヶ川様。　　　　　　　　　　　

　　※撮影時のみマスクを外しています。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　 　

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・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

広告 広告

なごみ会 9/9(金) 高齢者ふれあいセンターむつみ荘

お休みのサロン…ふれあいサロンめだか、わくわくサロン松原、わくわくサロン知手団地、

　　　　　　　　わくわくサロンはさき、平泉わくわくサロン、わくわくサロンあけぼの、友愛サロン、

　　　　　　　　わくわくサロン大潮、わくわくサロンすこやか、ほっとサロン、わくわくサロン知手浜

令和４年度高校生の進路アシストカレッジを開催しました。

　今年で10回目となる高校生の“夢”を応援する『高校生の進路アシスト

カレッジ』には、市内外の５校に在籍する高校生６名が参加しました。この

カレッジは、ソーシャルワーカーや介護士・看護師・保育士などの仕事に興

味・関心がある高校生が将来の進路選択を現実的に考える機会となるよう、

関係機関の協力のもと実施をしています。　　　　　　　　　　　　　　　

　今年度は新型コロナウイルス感染予防ため、当初予定していた市内施設で

の体験実習を中止し、８月10日(水)にオンライン形式で開催しました。福

祉・医療・保育等の専門職による講義では、仕事内容や資格取得方法、今か

ら取り組めることなど、将来の職業選択に役立つ情報を提供いただき、夢の

実現に一歩踏み出す手助けが出来ました。 　　　　　　　　　　　　　　

・今まで得ていた情報よりさらに詳しく、専門職にな

　るための過程や、キャリアアップについて知ること

　が出来て良かった。

・仕事内容だけではなく、コミュニケーションの大切

　さ、進学先を選ぶコツなども教えていただき、今後

　の進路を決める手助けになりました。　　　　　　

講師の五十嵐さん。自身の経験から、介

護福祉士の魅力、現場での実情などを

幅広くお話いただきました。　　　　　　　　

■生活福祉資金の特例貸付

【貸付上限額】・２人以上世帯　月20万円　　
　　　　　　　・単身世帯　　　月15万円　　
【貸付期間】　　原則３ヶ月以内　　　　　　　

●緊急小口資金 (無利子・20万円以内) ●総合支援資金 (無利子・月額20万円以内)
■緊急かつ一時的な生計維持のための貸付を必要とする世帯

　 　 　 　

■日常生活の維持が困難となっている世帯

※送金は緊急小口資金、総合支援資金ともに、茨城県社協

で書類を受理してから概ね３週間程度を予定しています。　

新型コロナウイルス感染症の影響により収入減少、失業された方へ

　茨城県社会福祉協議会では、新型コロナウィルス感染症の影響による休業等によって収入が減少した世帯や

失業等された世帯を対象に当座の生活費を貸し付ける生活福祉資金の特例貸付事業をおこなっています。　　　

　離職・廃業から２年以内または休業等により収入が減少し離職等と同程度の状況にあり、住まい（賃貸）を喪

失するか、喪失の恐れのある方に、一定期間（原則３ヶ月）の家賃相当額（単身世帯上限34,000円）を神栖市

から不動産会社などの口座へ直接振込するとともに、神栖市社協（自立相談支援機関）による就労相談支援を実

施し、住居の維持及び就労機会の確保に向けて支援します。

■住居確保給付金

・感染症拡大防止のため、申請書類は郵送での受け付けとなります。記入方法がわからないなど、窓口での

　申請を希望される場合は、必ず予約の連絡をお願いします(対応は9時～15時、土･日･祝日を除く)。

■問合せ･申請窓口：神栖市社協 神栖本所(溝口1746-1 保健・福祉会館１階)　電話 0299-93-0294

☆事業に関するお問い合わせ先　

　　神栖市社協神栖本所　　TEL：0299-93-0294　info＠kamisushakyo.jp（担当：出口・飯田）

講義を快くお引き受けいただき、ありがとうございました。
なお、アシストカレッジの報告は、本会ホームページでも
ご覧いただけます（https://www.kamisushakyo.jp）。　

つねたけ
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