
■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～わたしたちでつくる　やさしいまち～

神栖市社会福祉協議会事務局(神栖市溝口1746-1) FAX 0299-92-8750(代表)TEL 0299-93-0294(代表)発 行 社会福祉
法　　人

令和５年３月号　No.370

ホームページ　 メールアドレス　

広告

社協常勤職員(社会人経験者)を募集します
　神栖市社協では、福祉に関する相談援助やボランティア活動の推進、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。

雇用形態　　　　常勤職員（週31時間勤務。月給制。賞与･諸手当有。社会保険完備。正職員登用制度有）

採用予定日　　　令和５年４月１日

採用予定人数　　2名程度

応募要件　　 　 年齢60歳未満で、普通自動車運転免許を有する方、社会福祉活動に理解と熱意を有する方

応募期間　　　　令和５年３月１日(水)～３月13日(月)　※所定の応募書類を提出してください

選考方法　　　　書類選考及び面接試験（書類選考合格者に対し面接試験日時をお伝えします。）

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 

●お問い合せ：神栖本所 担当：三浦、川田 電話：0299-93-0294(費用は無料です)

『こころの相談室』～一人で抱え込まず、まずはご相談ください～
　こころの不調は、風邪などの症状と比べると自分自身で気づきにくく、「まだ大丈夫」と頑張りすぎてしま

う傾向にあります。また、「家族や知人から精神科への受診を勧められているけど、ためらいがある」、「家

族のうつ症状について誰に相談すればいいかわからない」など、本人・家族ともに、不安や悩みを打ち明けら

れない苦しさがあります。そのような時こそ、一人で抱え込まずに、家族や親しい知人、公的な機関等に話を

聞いてもらうことが大切です。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

【こころの相談室】は、病院等で行うカウンセリングではありませんが、精神保健福祉士の資格を持

つ職員がお話を聞き、制度のご案内や解決策を一緒に考えていきます。希望があれば男性・女性どち

らの職員でも対応可能です。相談者のプライバシーは守られますので安心してご相談ください。　

ひきこもり状態にある方を支援します

◇心理療法士と精神保健福祉士による相談（予約制・無料）　◇精神保健福祉士の職員による相談（随時）

・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されています。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。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　ご家族より本人の状況を伺ったうえで、関わり方についてのアドバイスや適した支援機関の情報提供を行いま

す。プライバシーは守られますので安心してご相談ください。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

①ひきこもり家族相談

②就労準備支援事業　

　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に戸惑っている状況にある方に対

して、本会職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年間かけて定期的な職

員との面談やハローワークへの同行訪問など、段階的に関わりサポートします。　　　　　

　 　 　

【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、まずは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

～ご家族に対して本人への関わり方を支援します～

～あなたの「働きたい」を支援します～

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

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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白 十 字 総 合 病 院

健診センター併設

「いつかは聞きたい！」が身近に気軽に聞ける勉強会第273回 地域ネットワーク勉強会のお知らせ

●お問い合せ・申込先：神栖本所 担当：川田、三浦　 電話：0299-93-0294

 日時：3月16日（木）

 時間：午後７時～午後８時30分

 場所：保健･福祉会館２階 研修室

 定員：50名（要事前予約）

～こころのよりどころとなる家族会～
高次脳機能障害支援センターと高次脳機能障害を考える会

　高次脳機能障害とは、病気や交通事故などにより脳が部分的に損傷を受け、言語･思考･記憶などの機能が低

下している状態です。脳の中の障害のため、外見から障害を見極めるのは困難で、本人が症状を自覚していな

い場合も多く、周囲から理解が得られにくい状況に置かれてしまいがちです。このような｢目に見えない障害｣

については、福祉的な支援はさることながら、同じ悩みを抱える方々が集い、語らう場所が必要となります。

　神栖市では、鹿行地区在住の高次脳機能障害のある子を支える家族が「自分たちの地域にも気軽に話し合え

る場所を作りたい」との思いで平成17年から「高次脳機能障害を考える会」をスタートし、「こころのよりど

ころとなる家族会」として継続的に活動をされています。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　そこで今回の勉強会では、県内の家族会と関わりのある茨城県高次脳機能障害支援センターの高橋さん、髙

松さんをお招きし、センターの業務や相談支援の内容、地域における家族会の必要性についてお話しいただき

ます。また、考える会からは石井さん、御所脇さんにご協力いただき、家族会を立ち上げた当時の想いや会に

参加したことで良かったこと、救われたことなどをお話しいただきます。同じ悩みを抱える方々が集まる場所

がある事でモヤモヤした気持ちが晴れたり、共に安心感を得られるということを感じられる機会となります。

当事者での集まりに興味・関心のある方や障害者・高齢者の支援に関わる事業所の方などの参加をお待ちして

います。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

〇茨城県高次脳機能障害支援センター　

　高橋　由紀氏(副センター長)

  髙松　麻美子氏(支援コーディネーター)

〇高次脳機能障害を考える会(家族会)　

　石井　安雄氏・御所脇　美代子氏
ごしょわき

※応募方法、応募書類、雇用条件等、詳細は本会ホームページをご覧ください。



1／1～1／31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362,251円

●社協の地域福祉活動へ

●使用済切手

●ベルマーク

合計12,299枚

合計2,376枚

●その他

☆物品預託☆

社協ボランティアセンター窓口

匿名5件

三国屋建設㈱

潮騒ジョブトレーニングセンター

 10,818円

 34,500円

ADEKA労働組合  30,000円

鹿島北共同発電㈱

旭新運送㈱

全農サイロ(株)鹿島支店(カレンダー
22部、手帳14冊、タオル30枚）

奈良薫

扶桑化学工業㈱鹿島事業所

 281,224円

板寺とみ子

神栖法律事務所弁護士安重洋介

亀田和子

昭和産業㈱鹿島工場

 1,023円

化学総連茨城地方連絡会議

 4,686円

ベルの会

徳増康弘

社協ボランティアセンター窓口

匿名4件

吉沢千栄子

サタデーズ

ひとみの会

横瀬小学校

仲戸千恵子

山いち

大勝建設㈱

匿名1件（米30kg）

旭新運送㈱(カレンダー19部、タオル
20枚）

鹿島北共同発電㈱
(カレンダー191部、手帳20冊）

渡辺友美（乳幼児用紙おむつ1袋）

広告
税理士法人
タックス･イバラキ
＜栗林会計事務所＞

創業 1932年

広告

幸武ホーム

広告

〒

■

☆サロンに関するお問い合わせ 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

　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。ぜひご相談下さい。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

※新型コロナウイルス感染症の状況でお休みになる場合があります。下記以外のサロンはお休みです。

3/7(火) 友愛サロン：溝口集落センター 

3/16(木) わくわくサロン知手浜：知手浜区民館

3/3(金) ほっとサロン：大野原コミュニティセンター

3/13(月) わくわくサロン知手団地：東町区民館3/11(土) なごみ会：高浜公民館　　

DIC㈱鹿島工場

住宅型有料老人ホームかわ野

茨城県鹿島港湾事務所

女性・子どもセンター

長谷川和美

(有)フレンドリー

●使用済カード 合計243枚

サタデーズ 亀田和子 匿名2件

●書き損じハガキ 合計393枚

横瀬小学校 サタデーズ

亀田和子長谷川和美 匿名2件

● 合計119個

神栖アウトドアクラブ

住宅型有料老人ホームかわ野

岩永亜子

西脇順子DIC㈱鹿島工場

サタデーズ

長谷川和美 ベルの会

匿名1件

DIC㈱鹿島工場

住宅型有料老人ホームかわ野

亀田和子

三国屋建設㈱

吉沢千栄子

合計26.0㎏きずなBOX(食品収集箱)

●もったいないを橋渡しプロジェクト関連

公益社団法人日本非常食推進機構
(さんまの蒲焼3箱)

昭和産業㈱鹿島工場(カレンダー84部)

高砂香料工業㈱(カレンダー66部、手

帳8冊、タオル75枚）

サタデーズ(ストッキング12組、女性
用下着5枚）

㈲新栄メンテナンス

(カレンダー44部、手帳10冊）

扶桑化学工業㈱鹿島事業所
(カレンダー69部、手帳2冊）

㈱三信工業(カレンダー3部、タオル
38枚）

ニューロング㈱
(カレンダー18部、手帳2冊）

鹿島南共同発電㈱
(カレンダー141部、手帳18冊）

NPO法人シニアネットワークかみす

(リハビリパンツ5袋）

茨城県鹿島港湾事務所
(カレンダー48部、手帳26冊、メモ帳
118冊、クリアファイル４枚、マスク

ケース６個、衣装ケース１個）

吉沢千栄子(ゆたんぽ1個、スリッパ3
足、歯ブラシ2本）

匿名6件
(食器用洗剤10本、紙オムツ1袋、尿

取りパッド1袋、ウェットタオル1袋、
毛糸13玉、ウエットティッシュ8袋、
石鹸３個、ハンドウォッシュ4本、浴

室洗剤１本，シャンプー１本）

仲戸千恵子（タオル22枚）

亀田和子（タオル2枚）

＜令和４年度神栖市社会福祉協議会会長表彰 (順不同、敬称略。掲載承諾を頂いた方をご紹介しています。)＞

■民生委員・児童委員　在職期間が９年以上で，現職の方

　　野口　文男　　　　　髙安  清子　　　　城之内さと子　　　　佐藤　　豊　　　　　鈴木あけみ

　　細田喜代美　　　　　木之内まさ枝　　　神内　利江　　　　　宮川　輝雄　　　　　野口　正市

　　谷藤　俊一　　　　　小林　　裕　　　　幸保  倉雄　　　　　小出  治夫　　　　　髙木　京子

　　兼清　敏子　　　　　栁川　玲子　　　　安藤　美穂（主任児童委員）　　　　　　　他３名

■社会福祉団体・社会福祉施設の役員　在職期間が１０年以上で，現職の方

　　原　　宗 　 神栖市シニアクラブ連合会 　　　　　 男澤　真美  (福)みらい ぴよぴよ保育園

  　他１名

■社会福祉施設の職員　在職期間１０年以上かつ年齢４０歳以上で，現職の方

　　飛嶋美智子　(福)萬徳寺保育園　　　　　　　　　　粟飯原久子　(福)萬徳寺保育園

　　男澤　寛壽　(福)みらい 寿デイサービス 　　　　　折笠　京子  (福)みらい ぴよぴよ保育園

　　髙橋喜代子  (福)みらい ぴよぴよ保育園　　　　　 小松﨑智子　(福)みらい ぴよぴよ保育園

　　喜多見聖美　(福)みらい ぴよぴよ保育園 　　　　　青野　和代  (福)みらい ぴよぴよ保育園　

　　諏訪　美紀　(福)みらい ぴよぴよ保育園 　　　　　他１１名　

■社会福祉の進展に大きく寄与　活動期間が３年以上で，現在も活動する個人または団体

　　北村  陸夫　　　　　　　個人ボランティア

　　わくわくサロンあけぼの　ボランティアグループ

　　神栖輝楽シニア倶楽部　　ボランティアグループ　　　他１名

　2月25日(土)、神栖市保健・福祉会館で開催した神栖市社会福祉協議会福祉感謝会に105名のご来場をいただ

きました。福祉感謝会式典では、神栖市内において社会福祉分野で功績があった個人46名、団体3組を表彰いたし

ました。受賞された皆さま、おめでとうございます。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　式典終了後は、自閉症を抱える息子とその母親との絆を描いた映画｢梅切らぬバカ｣を記念上映し、好評をいただ

きました。また当日は、市内障害者福祉施設５事業所（神栖啓愛園、きぼうの家、グッドライフ神栖、コンパス、

ハミングハウス）による製品展示・販売も行われました。多くの皆さまのご来場、誠にありがとうございました。

　（感謝会当日の写真等は本会ホームページに公開予定です。）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

令和４年度 神栖市社会福祉協議会会長表彰

※在職･活動期間は令和4年4月1日(民生委員･児童委員は令和4年11月30日)を基準日とし算定しています。

※社会福祉の分野で国､茨城県､茨城県社会福祉協議会､神栖市等から表彰を受けていない方を対象としています。

＜神栖市社会福祉協議会会長感謝＞

　共同募金会を除く県内の社会福祉団体又は社会福祉施設に総額50万円以上の寄付をされた方または団体

　　〇関彰商事株式会社 セキショウふれあい基金　※神栖市社会福祉協議会へ50万円を寄贈
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