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！
●介護施設・事業所のための戦略的な採用と初期の定着促
進の手引き／全国社会福祉協議会・中央福祉人材センター

○社会福祉学習双書2010 全１５巻／社会福祉学習双書編集
委員会

○ふれあい・いきいきサロン要綱・要領集／松山市社会福
祉協議会

●認知症の人のための見守り・SOSネットワークを築こ
日本 う／NPOシルバー総合研究所

NPOセンター

●生活支援サービス立ち上げマニュアル

○ご近所パワー活用術～すずの会流・福祉活動の手法～／

全５巻／全国社 神奈川県保健福祉部地域保健福祉課

会福祉協議会、他

●障害者・高齢者にやさしい食生活用品ガイドブック【点
○きちんとストレス管理～介護職員のためのストレスマネ 字版】／（公財）すこやか食生活協会
ジメント～／稲谷ふみ枝
【出版社／全国社会福祉協議会】

【DVD】（題名／製造元／仕様）

●地域のくらしを支える「生活支援サービス」 ／全国
●連携が生み出す地域包括ケア／地域包括ケア促進モデル 社会福祉協議会／１４９分
事業検討委員会

○東京 認知症高齢者グループホーム白書

○ 生 活支 援サ ー ビス 立ち 上 げ支 援ガ イ ド ／ 全 国 社 会 福
祉協議会／２０分

●食の福祉的支援～在宅高齢者や障害者のくらしを支える
●みんな、歩き出している。ふくしするひと、めざす
ために～
ひと ／全国社会福祉協議会／３０分
○福祉職場における障害者雇用事例集
○知ってください 盲ろうについて ／NPO法人 東京盲
【出版社／東京都社会福祉協議会】 ろう者友の会／２０分

…夏号の内容は…

～「ご利用ください！地域福祉情報バンク」
～～子育てに関する本・相談機関のご案内
～～～地域インフォメーション【夏休みにはLet's「チャレボラ」！】
～～～～新着図書＆ＤＶＤの紹介
～～～～～福祉機器・機材の貸出、土曜開所のお知らせ
…など、今号も情報満載でお届けします！

ご利用ください！地域福祉情報バンク
地域福祉情報バンクでは
福祉に関する様々な相談をお受けしています
《ふくし相談》 ７３９－８７１９
受付時間：９時～１６時（１２時～１３時を除く）
福祉に関わる様々な相談を、電話・来所にてお受けし
ています。「どこに相談すればいいのかわからない」と
いったことでも、お気軽にご相談ください。

○●福祉機器・機材を貸し出しています！●○
川崎市社会福祉協議会ボランティア活動振興センターでは、車いすや高齢者擬似体験グッズなどを、社会福祉の推
進・理解を目的とした行事や講習会等での学習目的の使用および、当事者の方の余暇活動等における一時的な利用を
目的とした、川崎市内の団体・個人に無料で貸し出しています。詳しくは、川崎市社会福祉協議会のホームページを
ご覧いただくか、下記にお問い合わせください。
問い合わせ：ボランティア活動振興センター
電話：044-739-8718 FAX：044-739-8739
川崎市中原区上小田中6-22-5 川崎市総合福祉センター５階
http://www.csw-kawasaki.or.jp/

○●土曜日開所のお知らせ●○
地域福祉情報バンクは、毎月第３土曜日に開所していま
す。図書の貸し出しなど、ご利用ください。また、ボラン
ティア活動振興センターは毎月第１土曜日に開所していま
す。
現在、地域福祉情報バンク通信は、区役所などの公共機関
を中心に配布させていただいています。今後はさらに多くの
方の手に届くように、配布先の拡大を考えておりますので、
可能なところがありましたら、是非お知らせいただきたいと
思います。
また、地域福祉情報バンク通信を川崎市社会福祉協議会の
ホームページに掲載し、バックナンバーもご覧いただけるよ
うになりました。どうぞご利用ください！（川崎市社会福祉
協議会ＨＰ http://www.csw-kawasaki.or.jp/）

《かわさき障害者110番》
７３３－５８３０

《専門相談（要予約）》
予約受付：７３９－８７１９
受付時間：９時～１６時（１２時～１３時を除く）
高齢の方や障害をお持ちの方のために、弁護士・精
神科医・臨床心理士による相談をお受けしていま
す。（予約時に相談の概要を伺わせていただきます。
また、精神科医・臨床心理士の相談をご希望で、通
院されている方はお断りする場合がございます）

受付時間：９時～１６時（１２時～１３時を除く）
障害や難病をお持ちの方の人権や生活等についての
相談を、電話・FAX・来所(※)にてお受けしています。
※来所の相談は要予約

「地域福祉情報バンク通信」

《地域福祉情報バンク》
７３９－８７２０
受付時間：８時３０分～１７時

発行月のお知らせ

地域の福祉情報をご提供、お探しします。
福祉関連の図書・ビデオ・DVDなどを多数取り揃えて
います。

３月・６月・９月・１２月の
発行です。
次号は９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。
お待ちしています！
Email:jyoho@csw-kawasaki.or.jp
電話：044-739-8720
こちら
FAX：044-739-8739
まで！

季刊

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）

●現代の社会福祉１００の論点／宮武剛、月刊福祉編集部
○生活支援サービス立ち上げ支援ガイド／NPO法人

2010年 夏号

地域福祉情報バンク通信

【図書】（書名／著者・編者名／出版社）
●社会福祉施設経営管理論2010 ／武居敏

ボランティア活動振興センター

こちらもご利用ください！

その他に、コピーサービス（白黒Ａ３まで、１枚１０円）や
福祉情報等検索用パソコン（３台設置、お一人２時間まで）
のご利用ができます。図書等の貸し出しをご希望の方は、利用登録が必要です。登録の
際には、住所を確認できる公的証明書（運転免許証・健康保険証など）をご提示くださ
い。図書は３冊／２週間、ビデオ・ＤＶＤは３巻／１週間までご利用できます。ご利用
をお待ちしております！

●子ども・子育てに関する相談機関

特集

子育てに関する本の紹介

★各区保健福祉センター 保健福祉サービス課
（乳幼児の育児相談、アレルギー相談など）

現在わが国では、出生率の低下などにより少子社会となっており、それに対するさまざまな取り組みが行われ
ています。また、核家族化や地域でのつながりの希薄化などにより、必要な援助や情報が受けられず、孤立する
子育て家庭の存在も認識されています。子どもの発達やしつけなどに悩み、迷う家庭が増えていることから、身
近な相談相手として、気軽に相談できる場所や人、あるいは保護者同士の交流などによる不安の解消が求められ
ています。そこで、子育てに関する本を紹介するとともに、子育てに関する相談などができる機関をご案内いた
します。こちらに紹介した本は、地域福祉情報バンクにて貸し出していますので、是非ご一読ください。

食卓から見える

子どもの心・家族の姿

室田洋子／芽ばえ社
本書目次に「カルシウム不足以外にも効く【ジャコ作戦】」という見出しがあり、興味を惹かれました。自
己抑制力に乏しく、すぐにカッとなりかんしゃくを爆発させる４歳の男の子に、【ジャコ】を利用して対応し
たお母さんの話が書かれています。本に書かれている事が、すべての子どもに通用するわけではないと思いま
すが、アイデアの一つとして試してみたくなる事が書かれています。

名称
川崎区保健福祉センター保健福祉サービス課
幸区保健福祉センター保健福祉サービス課
中原区保健福祉センター保健福祉サービス課
高津区保健福祉センター保健福祉サービス課
宮前区保健福祉センター保健福祉サービス課
多摩区保健福祉センター保健福祉サービス課
麻生区保健福祉センター保健福祉サービス課
※相談日時はお問い合わせください。

お母さんの悩み相談室

あやす・あそぶ
赤ちゃん編 NO.1～NO.3

藤田光江／婦人之友社

首のすわるころ～あんよのころまで
藤田浩子

子育て中のお母さんの悩みは尽きないと思いま
す。「部屋が片付かない」「ひとりっ子はかわい
そう？」他にも、夫やその他の家族とのこと、
「病気かしら？」、発達の心配など・・・。小児
科医である著者が雑誌連載で担当した「お母さん
の悩み相談室」には、子育てや家庭の悩みが寄せ
られました。１冊の本にまとめるにあ
たり、未連載の相談を加え、「０歳～
６歳」だけではなく、子育てを長い目
で見ることの大切さも考え、もう少し
大きい子どもにもふれています。

編著／一声社

「これはいつもやってるわ」ということや、「こ
れをやったら喜ぶかしら」など、赤ちゃんが生まれ
てから歩き出すころまでのかかわりのヒントがたく
さん載っています。あんよのころを過ぎてしまって
いても、そのころを懐かしく思い出せる内容です。

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
044-201-3214
044-556-6688
044-744-3263
044-861-3315
044-856-3258
044-935-3264
044-965-5158

★地域子育て支援センター http://www.city.kawasaki.jp/35/35hoikuu/kosodateshien/index.html
（親子の遊び場を提供しながら、子育てに関する相談や情報提供、催しを行い地域の子育てを支援しています）
※市内に３８か所あり、開所日時は各センターにより異なります。
問い合わせ：市民こども局こども企画課 TEL：044-200-2493
★療育相談
（発達の遅れ、身体・知的障害についての相談）
センター名
南部地域療育センター
中部地域療育センター

０歳～６歳の子どもを持つ

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

担当区域
川崎区・幸区
中原区・高津区

電話番号
044-211-3181
044-754-4559

西部地域療育センター

宮前区・多摩区（中野島・和泉・登戸・登戸新町・
枡形・東生田・宿河原・長尾・堰）

044-865-2905

北部地域療育センター

多摩区（上記の地区以外）
・麻生区

044-988-3144

★児童相談所
（虐待、養護、非行、障害、不登校、生活、行動、しつけなどの相談）
相談所
中央児童相談所
南部児童相談所

担当区
中原区・高津区・宮前区・多摩区・麻生区
川崎区・幸区

電話番号
044-877-8111
044-244-7411

★教育相談（川崎市総合教育センター）
（子育てや生活・行動・性格面などで気になること、不登校、いじめ、友人関係などの相談）
・溝口相談室…044-844-3700（平日９時～４時３０分）
・塚越相談室…044-541-3633（毎日９時～１８時）
※来所相談は予約制です
※その他の子育てに関する相談は、市ホームページや「かわさき生活ガイド」などに、また各区のホームページには、
子育てに関する情報がそれぞれ掲載されています！

●●地域インフォメーション●●
親子でまなぶ

■夏休みにはLet's「チャレボラ」！！■

子どもの防犯ガイド

柿沼信之／角川学芸出版
子どもが大きくなり行動範囲が広がってくると、交通事故や犯罪に巻き込まれないかという心
配がでてきます。この本では、どのような場面に危険が潜んでいるのかなどを、子どもと一緒に
確認できるようになっています。すべての危険を回避できるわけではありませんが、防犯につい
て子どもと話し合うなどのことを日常化することで、危険から身を守る確率が高くなると思われ
るので、防犯活動の一助として活用していただきたい内容です。
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地域福祉情報バンク通信

今年で４回目を迎える「チャレボラ」をご存知ですか？川崎市内に在住・在学の学生（プログラムにより対象が異な
ります）向けに企画された、福祉・ボランティア体験学習です。社会福祉施設や地域での人々との交流をとおして、今
まで知らなかった福祉・ボランティアについて考えてみましょう。
参加者を募集していますので、詳しくは市内の学校、公共機関等で配布しているチラシをご覧いただくか、下記まで
お問い合わせください。
問い合わせ：ボランティア活動振興センター
電話：044-739-8718 FAX：044-739-8739
川崎市中原区上小田中6-22-5 川崎市総合福祉センター５階
http://www.csw-kawasaki.or.jp/
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