新着図書＆ＤＶＤの紹介！

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）

○知っておきたい
●私たちの指導計画2010 3･4･5･異年齢児 ／全国社会福 的障害者協会

川崎市社会福祉協議会

地域福祉情報バンク通信

知的障害者の医療と保健衛生／日本知

知的障害者ガイドヘルパー入門／上原千

○保育年報2010／全国社会福祉協議会

寿子,他／中央法規

●立正大学社会福祉研究所年報 第12号 2010年

○さっちゃんのまほうのて／たばたせいいち,他／偕成社

○人間の福祉 立正大学社会福祉学部紀要 第24号 2010

●ことばの障害のケア･ガイドブック／西尾正輝／中央法規

～冬号の内容は～

●東北福祉大学研究紀要 第34巻 2010

○診療科別 患者さんにそのまま見せる！医療福祉相談の
本／向山憲男,他／日総研

～12月3日～9日 障害者週間
～～平成２２年度 かわさきボランティア・市民活動フェア
～～～障害に関する本･ＤＶＤ、相談機関のご案内
～～～～地域インフォメーション【赤い羽根 共同募金】
～～～～～新着図書＆ＤＶＤの紹介、講師情報登録者募集中！

○(社)日本精神保健福祉士協会

災害支援ガイドライン／

【DVD】（題名／製造元／仕様）

(社)日本精神保健福祉士協会

●ようこそ自閉症ワールドへ／川崎市自閉症協会

○わかってください 手を貸してください～障がい者か
らのメッセージ ／北海道保健福祉部福祉局／３４分
○ 雨 の ち 曇 り 、 そ し て 晴 れ ～ 障 害 を 生 き る 1 3 の 物 ※上記のDVDは「北海道保健福祉部福祉局」様よりご寄
語／NHK出版
贈いただきました。
●富山大学大学院生命融合科学教育部公開研究会「誰
でもわかる視覚障害者の能力」 （3枚組)
○社協が行なう権利擁護･成年後見／横浜市社会福祉協議会 ※上記のDVDは「富山大学大学院生命融合科学教育部」
様よりご寄贈いただきました。
●高齢者介護予防ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ ｶｼﾞｭｱﾙﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝのすべて(DVD
付)／大阪府立介護実習･普及ｾﾝﾀｰ監修／医歯薬出版
○スマトラ沖地震･津波被災地での福祉活動 ／全国社会
○古武術介護実践編(DVD付)／岡田慎一郎／医学書院
●正しく知る不安障害／水島広子／技術評論社
○障害者福祉の援助観／新井愛子／筒井書房
●概説 障害者権利条約／松井亮輔･川島聡／法律文化社
○白杖サポートハンドブック／山田幸男,他／読書工房
●虐待のない支援
彦／誠信書房

２０１０年冬号のキーワードは

「障害について」です
…など、今号も情報満載でお届けします！

12月3日～9日は「障害者週間」です。事故や病気などによって、障害はだれにでも生じ得るものです。障害
は多種多様で、外見では分からない障害もあります。障害による不自由さはあっても、周囲の理解や配慮があ
ればできることがたくさんあります。私たちの日常生活の中でできる配慮や工夫を考えてみませんか。だれも
が暮らしやすい共生社会の実現は、そうした一歩から始まるのではないでしょうか。

福祉協議会／２４分

川崎市社会福祉協議会障害者団体部会では、毎年「障害者週間キャンペーン」として、以下の２つの事業を
実施しています。

●あい+らいぶ ビデオスケッチ ／全日本手をつなぐ育成

①啓発用のリーフレット・各団体紹介のチラシとセットにしたティッシュを川崎駅と溝ノ口駅で配布

会／５１分

○自閉症の子どもたち ／日本自閉症協会／３０分

当事者及び家族で構成されている１９の会員団体自らが配布しています。
今年度は、１２月４日(土)１２時より、ＪＲ川崎駅東西連絡通路Ｂｅ前と溝ノ口駅 21年度キャンペーンの様子
ペデストリアンデッキにて行う予定です。

●ENJOY DAISY～私らしい方法で読む わかる～ ／日本

②神奈川新聞に啓発広告を掲載

障害者ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ協会／２６分

知的障害の理解と関わり合い／市川和 ○ あ な た の 笑 顔 が み た い ！ ソ ー シ ャ ル ワ ー カ ー の 仕
事 ／日本社会福祉教育学校連盟／１６分

●講師情報を登録してくださる方を募集中！
「かわさき福祉情報サイト ふくみみ」では、平成22年度中に公開予定の講師情報を登録してくださる方を募集し
ています。現在、講師として活動されている方、資格や経験をお持ちで、この事なら話せる！といった方など、様々
な分野の方から、情報を登録していただいています。詳しくは、「ふくみみ」トップ画面下の「登録団体・講師募
集」ページをご覧ください！！ http://www.k-fukumimi.com/contents/hp0136/index01360000.html
通信を担当して１年半
が過ぎ、誌面作りにもだ
「かわさき福祉情報サイト ふくみみ」では、地
発行月のお知らせ
いぶ慣れてきました。そ
域福祉情報バンクと高齢社会福祉総合センター所蔵
３月･６月･９月･１２月の発行です ろそろ新しい企画を始め
の図書・ビデオ・ＤＶDの検索ができます。
次号は３月１日発行予定です
たいと考えています。で
お探しの図書等をキーワードなどで検索すると、
該当する一覧が表示され、各タイトルをクリックす みなさまからのご意見・ご感想など きれば、読者である皆さ
まに参加していただける
ると、詳細が表示されます。
を、是非お寄せください。今後の紙 ような企画で…。次号で
また、地域福祉情報バンクの検索用パソコンでの 面に活かしたいと思っております。
お知らせできるよう、頑
利用もできますので、お気軽にお越しください。
お待ちしています！
張りたい
Email:jyoho@csw-kawasaki.or.jp
と思いま
ふくみみ 川崎
検 索
電話：０４４-７３９－８７２０
す！
FAX ：０４４-７３９－８７３９

●インターネットで図書等の検索ができます！

季刊（№９）

１２月３日～９日は「障害者週間」です

●地域福祉の事務局としての社協基盤強化(DVD付)／ 滋賀
県社会福祉協議会

2010年 冬号

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）

祉協議会

●新事例で学ぶ

ボランティア活動振興センター

「地域福祉情報バンク通信」

神奈川県社会福祉協議会、横浜市社会福祉協議会、相模原市社会福祉協議会と共催
で、神奈川新聞に啓発広告を掲載しています。
今年度は１２月３日から５日までの３日間、掲載する予定です。

「行ってみよう！自分の未来へ進むために」
平成２２年度 かわさきボランティア・市民活動フェア
中原市民館において「かわさきボランティア・市民活動フェア」が開催されます。市内のボランティア・市
民活動団体が一堂に会する機会として、年に１度開催されています。
各団体の活動を紹介するパネル展示や体験・参加型のコーナー、オープニング・エンディングの楽しいイベ
ントなど、毎回多くの方にお越しいただいています。
ボランティア・市民活動に興味のある方、ちょっと気になるけど敷居が高いと思っていらっしゃる方も、ど
うぞお気軽にご参加ください。

日
場

時…平成２３年１月２９日（土） １０時～１６時
所…中原市民館（中原区新丸子東３－１１００－１２）
（JR南武線、東横線･目黒線「武蔵小杉駅」徒歩３分、JR横須賀線「武蔵小杉駅」徒歩５分）
問い合わせ…川崎市社会福祉協議会 ボランティア活動振興センター 電話：044-739-8718
(公財)かわさき市民活動センター 電話：044-430-5566

●障害に関する相談機関

特集

★各区保健福祉センター 障害者支援担当
はじめて相談される方は下記にご相談ください。ケースワーカーなどが相談を受け、必要に応じて専門機関と連携を
とり、各種制度の提供を行っています。

障害に関する本･ＤＶＤの紹介

障害がある方は、障害による不自由さはあっても、周囲の理解や配慮があればできることがたくさんありま
す。それには私たちが、障害にはどのようなものがあるのか、どのようなサポートができるのかを知ることが必
要ではないでしょうか。それを知ることで、日々の生活の中で障害がある方と直接関わることが無くても、間接
的なサポートができたり、声をかけることがあれば、知っていることで一歩を踏み出しやすくなるのではないで
しょうか。
地域福祉情報バンクには、下記に紹介した図書・ＤＶＤのほかにも、様々な障害についての図書・ビデオ・Ｄ
ＶＤがございます。家庭や学校、職場などで障害について知る機会に、資料として是非役立てていただきたいと
思います。

障害者福祉の援助観
～自己実現を支える関係性～
新井愛子／筒井書房
筆者がある施設に転勤した初日の出来事が、本書を書くきっかけとなり、援助・支援する側とさ
れる側の関係性と意識から生じる「障害者観」と「援助観」の問題に着目し、３０年の実践から生
み出された、向かうべき新しい援助観への道筋を示しています。

わかってください

手をかしてください

～障がい者からのメッセージ～（DVD 34分）
北海道保健福祉部福祉局障害者保健福祉課

さっちゃんのまほうのて
たばたせいいち・先天性四肢障害児父母の会・の
べあきこ・しざわさよこ 共同制作／偕成社
さっちゃんの右手の指は生まれた
時からありません。さっちゃんには
もうすぐ妹が生まれます。ある日幼
稚園で、ままごとのお母さんになり
たかったさっちゃんに、お友達が言
いました。「手のないお母さんなん
てへんだもん」（本書より抜粋）

様々な障害がある方の日常を紹介
し、それぞれの障害がどのようなも
のか、またどのようにサポートをし
ていけばよいのかなどについて、市
民の方へわかりやすく伝えるために
作られたＤＶＤです。

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

名称
川崎区保健福祉センター 障害者支援担当
幸区保健福祉センター 障害者支援担当
中原区保健福祉センター 障害者支援担当
高津区保健福祉センター 障害者支援担当
宮前区保健福祉センター 障害者支援担当
多摩区保健福祉センター 障害者支援担当
麻生区保健福祉センター 障害者支援担当

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
044-201-3215
044-556-6654
044-744-3296
044-861-3252
044-856-3260
044-935-3323
044-965-5159

★障害者生活支援センター（委託相談支援事業所）
障害がある方の地域生活を営むために必要とされる相談支援（ケアマネジメント）を行います。
現在川崎市内には、それぞれの障害に応じた生活支援センターが４１か所あります。お住まいの地域の生活支援セン
ターは、上記の障害者支援担当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/35/35syokei/home/fureai/fureai.htm
（「相談の窓口」をクリックすると、３～４頁に一覧が掲載されています。）
★盲人図書館
視覚障害の方の生活訓練や相談、図書の貸し出しと製作を行っています。
〒210-0024 川崎区日進町5-1（福祉センター内） 電話：211-3181
http://www12.ocn.ne.jp/~mouto/
★聴覚障害者情報文化センター
聴覚障害の方やその関係者に対する相談、手話通訳者・要約筆記者の養成・派遣、手話または字幕入りビデオ･ＤＶ
Ｄの製作・貸出、情報機器の貸出などを行っています。
〒211-0037 中原区井田三舞町14-16 電話：798-8800 FAX：798-8805
http://home.s06.itscom.net/k-joubun/
★かわさき障害者１１０番
障害がある方や難病の方、障害がある高齢の方、またはそのご家族や関係機関の方から、ご本人の人権や生活などに
関する相談を、電話・FAX・来所（来所の場合は要予約）にてお受けしています。
また、必要に応じて弁護士･医師･臨床心理士などの専門相談員が相談･助言します。
（予約制）
電話・FAX：733-5830 月～金（祝日・年末年始を除く）９時～１２時、１３時～１６時
〒211-0053 中原区上小田中6-22-5 川崎市総合福祉センター6階

●●地域インフォメーション●●
■「赤い羽根

共同募金」にご協力をお願いいたします！■

「共同募金」は都道府県を単位として、全国一斉に行う寄付金募集で、都道府県ごとの地域福祉の推進を
図るため、社会福祉事業･更生保護事業を行う関係施設･団体等の活動を資金面で支援することを目的として

虐待のない支援

実施しています。

～知的障害の理解と関わり合い～
市川和彦

みなさまよりいただいた募金（川崎市内の場合）は、神奈川県共同募金会を通

編著／誠信書房

じて、民間の社会福祉施設や団体・障害者地域作業所・社会福祉協議会等に配分
され、計画的かつ効果的に活用させていただいております。（募金の使いみちに

本書では主に障害児（者）施設で働いておられる方々、さらにボランティアなどの活動を通して
関わっておられる方々、これから働こうと考えておられる方々に、マクロ･メゾ･ミクロ（理念や法
律、制度、臨床）のそれぞれの視点から、基本的な事柄についてまとめました。（本書より抜粋）

ついては、データベース「はねっと」http://hanett.akaihane.or.jp/hanett/
pub/home.do
街頭募金激励の様子
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にて公開されています。）

みなさまのあたたかいご理解とご協力を、どうぞよろしくお願いいたします。
Page 3

