新着図書＆ＤＶＤの紹介！

川崎市社会福祉協議会

新しく加わった図書&DVDをご紹介いたします！

【図書】（書名／著者・編者名／出版社）

●改訂版

●五訂

社編／主婦の友社

社会福祉用語辞典 ／中央法規出版編集部編

地域福祉情報バンク通信

介護を受ける人の気持ちがわかる本／主婦の友

川英彦編著／ミネルヴァ書房

●リハビリ介護入門／野尻晋一・大久保智明

●ソーシャルワーカーのジレンマ／本多勇・木下大生・後
藤広史共著／筒井書房

…秋号の内容は…

○がん！患者会と相談窓口全ガイド／いいなｽﾃｰｼｮﾝ編／三

～決定！２０１０年上半期 ～図書等貸し出しベスト５～
～～「ふくみみ」の検索方法が増えました！
～～～介護に関する本・相談機関のご案内
～～～～地域インフォメーション【介護いきいきフェア】
～～～～～新着図書＆ＤＶＤの紹介

○ステップアップのための排泄ケア／西村かおる
●座位が変われば暮らしが変わる／大渕哲也

省堂

【出版社／中央法規出版】 ●がんの治療の前と後／竹中文良／法研
○はじめての成年後見 ／(社)成年後見ｾﾝﾀｰ・ﾘｰｶﾞﾙｻﾎﾟｰﾄ編 【DVD】（題名／製造元／仕様）

著／日本加除出版

○ふれあい・いきいきサロン 笑顔を分かち合う地域交
●福祉専門職のための権利擁護支援ハンドブック ／NPO 流の場 ／札幌市西区社会福祉協議会／２９分
法人PASﾈｯﾄ編／ミネルヴァ書房

○かわいいわが子にできること／ 平林宏朗・渡邊芳子共
著／パレード

●べてるの家の「非」援助論／浦河べてるの家／医学書院

●薬物乱用防止DVD

壊れる生命(いのち) ／神奈川県／

２３分

○じぶんの町を良くするために～赤い羽根共同募金
～ ／中央共同募金会／１９分

○発達障害チェックシートできました／ すぎむらなおみ+
「しーとん」／生活書院

●援助者必携 はじめての精神科／春日武彦／医学書院
○あなたの家族が心の病になったとき／久保田正春／法研

●高齢者事故防止啓発ビデオ
交通安全「あじのひら
き」 ／埼玉県警察本部／１９分
※上記のDVDは「埼玉県警察本部」様よりご寄贈いただ
きました。

●図書・ビデオ・ＤＶＤの貸出しについて
《利用時間》 月～金曜日・第3土曜日 8時３０分～17時（貸出業務は16時30分まで）
《貸出内容》 図書：3冊 2週間まで／ビデオ・ＤＶＤ：3本 1週間まで

※初めて利用される方は、利用登録が必要となりますので、住所を確認できるもの（免許証・保険証など）を
ご持参ください。登録カードを発行いたします。2回目からの利用の際にカードの提示をお願いいたします。

●『ボラナビ２０１０』を配布しています！
「ボランティアをやってみた
いけど、どんなものがあるのか
な？」など、ボランティア情報
をお探しの方、必見の『ボラナ
ビ２０１０』が発行されまし
た！川崎市内の福祉施設や環
境、国際、まちづくりなどのさ
まざまなボランティア情報が掲
載されています。川崎市社会福
祉協議会、または各区の社会福祉協議会、かわさ
き市民活動センターなどで配布しています。川崎
市社会福祉協議会のホームページからダウンロー
ドもできます。（トップページ「ボランティアに
関する情報」より、お入りください）
http://www.csw-kawasaki.or.jp/index.html

かわさき福祉情報サイ

「地域福祉情報バンク通信」 ト「ふくみみ」は、10月
発行月のお知らせ

３月・６月・９月・１２月の
発行です。
次号は１２月１日発行予定です。
みなさまからのご意見・ご感想など
を、ぜひお寄せください。今後の紙
面に活かしたいと思っております。
Email:jyoho@csw-kawasaki.or.jp
電話：044-739-8720
FAX：044-739-8739
お待ちして
います

で開設1周年になりま
す。開設当初は、まだ情
報も少なく、閲覧してく
ださる方も少数でした
が、日を追うごとに、情
報量も増え、それに比例
して閲覧者数も伸びてき
ました。まだ準備中の部
分はありますが、情報の
充実に努め、広く市民の
皆様に利用していただけ
るようにしたいと思いま
す。是非『ふくみみ 川
崎』で検索してくださ
い！

2010年 秋号
季刊（№８）

発行：川崎市社会福祉協議会ボランティア活動振興センター 地域福祉情報バンク
川崎市中原区上小田中6-22-5 川崎市総合福祉センター6階
電話 044-739-8720／FAX 044-739-8739／Email jyoho@csw-kawasaki.or.jp
※配布を希望される方は上記までご連絡ください。（登録制）

○被害者法令ハンドブック ／被害者法令ハンドブック編纂 ○子どもの援助と子育て支援 ／長谷川眞人・神戸賢次・小
委員会編著

ボランティア活動振興センター

決定！２０１０年上半期

２０１０年秋号のキーワードは

「介護」です
…など、今号も情報満載でお届けします！

～図書等貸し出しベスト５～

早いもので、2010年も6カ月が過ぎました。この期間に利用された、図書等の「貸し出しベスト５」を発表い
たします！皆様がご利用された図書・DVDは、入っていましたでしょうか？
【図書】
１位 社会福祉学習双書2008～2010 各全１５巻
／全国社会福祉協議会
２位 社協コミュニティワーカーさぽーと・ぶっく
黒子読本／加山弾（監修）
３位 権利擁護相談事例集 財産侵害・借金・虐待
への対応／大國美智子・川並利治
４位 契約型福祉社会と権利擁護のあり方を考える
／日本弁護士連合会
５位 高機能自閉症・アスペルガー症候群及びその
周辺の子どもたち／尾崎洋一郎・草野和子

【ＤＶＤ】
１位 ＤＶＤブック新しい介護 基本のき
／講談社
２位 在宅介護の基礎と実践 全１０巻
／ＮＨＫエデュケーショナル
３位 認知症の基礎知識とケア 全５巻
／丸善
４位 自立支援と介護予防 全２巻
／東京シネ・ビデオ
５位 口腔ケア介護の実践ガイド
／㈱ユニット・コーポレーション

ＤＶＤのランキングは、2009年の年間ベスト５とあまり変わりはありませんでしたが、事業所等での研修目
的などの利用が多かったようです。図書の1位、社会福祉学習双書は、福祉に関わる方の教科書的な存在のよう
です。今後も、蔵書の充実に力を入れていきますので、是非ご利用ください！

「ふくみみ」の検索方法が増えました！
かわさき福祉情報サイト「ふくみみ」に新しく加わった機能をご紹介します！ http://www.k-fukumimi.com/
【サービス検索】

【団体検索】

●地域で探す…探したい「区」を選ぶ⇒表示されたカ ●団体一覧検索…検索条件、または探している団体名
テゴリーからサービスを選ぶ。
の一部などをキーワードとして入力して検索する。（団
●サービス一覧検索…探しているサービスのキーワー 体名がわかっている場合に便利です）
ドを入力する。
一覧検索はコチラ

一覧検索はコチラ

地域で探す場合は
区をクリック！

市全域で探す場合
はコチラ

カテゴリーからの
検索はコチラ

●介護に関する相談機関

特集

★各区保健福祉センター 高齢者支援課
（介護保険の認定申請、介護保険料、サービスについてなど）

介護に関する蔵書の紹介

名称
川崎区保健福祉センター 高齢者支援課
幸区保健福祉センター 高齢者支援課
中原区保健福祉センター 高齢者支援課
高津区保健福祉センター 高齢者支援課
宮前区保健福祉センター 高齢者支援課
多摩区保健福祉センター 高齢者支援課
麻生区保健福祉センター 高齢者支援課

介護保険制度がスタートした2000年の高齢化率は、17.3％でした。そして、2009年には22.7％と、5人に
一人が65歳以上の高齢者となりました。現在も高齢化は進み、2055年には40％を超える見込みが出されてい
ます。介護の基本とは、高齢の方の自立を支援すること、手助けが必要となった高齢の方の一人でできることは
何か、どのように補助をしたら行動範囲が広がるかを考え、手助けをすることではないでしょうか。今現在、介
護の真っ最中で、いつまで続くか…、もうすぐにでも、高齢の親の介護を始めなければ…、など、介護に対して
不安や疑問を抱えている方もいらっしゃると思われます。そこで、介護に関する図書・ＤＶＤをご案内いたしま
す。こちらに紹介した本・ＤＶＤは、地域福祉情報バンクで貸し出しておりますので、是非ご利用ください。

改訂版

～お年寄りが嫌がる介護してませんか？～
編／主婦の友社

同じことを何度も聞く、人の悪口ばかりを言う、おふろに入りたがらない、食べたのに食べてないと言う、家の外
にすぐ出て行く、などの症状に対応し、コミュニケーションを上手にとるためのヒントや、介護保険の仕組み・手続
きについて、わかりやすく書かれています。

DVDブック 新しい介護

基礎から学ぶ介護シリーズ

基本のき

中央法規出版

大田仁史・三好春樹

監修／講談社
・Q＆Aで学ぶ高齢者の性とその対応／荒木乳根子

生活の中の様々な場面での介助や、食事・排泄・
入浴のケア、そして介護者の腰痛予防などについ
て、図解入りの本とＤＶＤの両方でわかりやすく説
明しています。
貸し出し
ベスト５
１位のＤＶＤ
だね！

住所
川崎区東田町8
幸区戸手本町1-11-1
中原区小杉町3-245
高津区下作延2-8-1
宮前区宮前平2-20-5
多摩区登戸1775-1
麻生区万福寺1-5-1

電話番号
044-201-3080
044-556-6619
044-744-3217
044-861-3255
044-856-3242
044-935-3266
044-965-5148

★地域包括支援センター
（介護・健康・福祉に関する相談など）
現在、川崎市内には４４か所の地域包括支援センターがあります。
お住まいの地域を担当する地域包括支援センターは、上記の高齢者支援課や川崎市のホームページなどでご確認
ください。
http://www.city.kawasaki.jp/35/35kaigo/home/seido/houkatu.html

介護を受ける人の気持ちがわかる本
主婦の友社

〒
210-8570
212-8570
211-8570
213-8570
216-8570
214-8570
215-8570

・事例で学ぶ新しい認知症介護／小野寺敦志
・介護に使えるワンポイント医学知識／白井孝子
・これであなたも車いす介助のプロに！／木之瀬隆

★認知症介護の相談
○川崎市認知症コールセンター サポートほっと
相談電話：０５７０－０－４０１０４（月・火・木・金・日(第１、第３のみ) １０時～１６時)
※第２、第４木曜日は、２０時まで
※年末年始、祝日を除く
★ふくし相談（川崎市社会福祉協議会）
○福祉に関わるさまざまな相談（どこに相談すればいいかわからない、などもお気軽にご相談ください）
相談電話：０４４－７３９－８７１９（月～金 ９時～１２時、１３時～１６時）
※年末年始、祝日を除く
★介護支え合い電話相談（社会福祉法人浴風会）
○高齢者介護の電話相談
相談電話：０１２０－０７０－６０８（月～金 １０時～１５時）
※年末年始、祝日を除く

・摂食・嚥下を滑らかに／冨田かをり

●●地域インフォメーション●●

・介護者のための腰痛予防教室／西山悦子
・介護者が知っておきたい薬のはたらき／藤澤節子
・認知症介護の基本／長嶋紀一
・リハビリ介護入門／野尻晋一・大久保智明

■介護いきいきフェア■
平成20年に「介護について理解と認識を深め、地域社会における支え合いや交流を促進する観点から、

・ステップアップのための排泄ケア／西村かおる

国民への啓発を重点的に実施するための日」として介護の日（11月11日）が設けられました。川崎市・川

・座位が変われば暮らしが変わる／大渕

崎市認知症ネットワーク・川崎市社会福祉協議会では、「高齢社会はみんなで支えるもの」という考え方

哲也

を、広く市民の皆様に普及することを目的として、今年度も「介護いきいきフェア」を開催いたします。
介護などのテーマに関連した講演会（中村メイコ氏を予定）、認知症の寸劇、介護用品の展示、健康
チェック、介護なんでも相談などを予定しております。事前申し込みは不要ですので、お気軽にお越しくだ

知っておきたい！介護サービス利用の手引き（改訂版）

さい。

東京都社会福祉協議会
介護保険制度や介護保険の申請・認定についてから、介護保険で使える様々なサービスについてまで
が掲載されており、それぞれのサービスについてＱ＆Ａでわかりやすく説明されています。
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日時：平成２２年１１月１０日（水）
（講演会は午後の開催です）

１０時～１６時

会場：川崎市総合福祉センター（エポックなかはら）
（JR南武線「武蔵中原」下車、改札口右へ進み連絡通路より3階入口へ）
2010年 秋号
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