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！

川崎市社会福祉協議会

ボランティア活動振興センター

2011年 冬号

地域福祉情報バンク通信

【図書】（書名／著者・編者名／出版社）
●民生委員のための地域福祉活動実践ハンドブック ／小林雅彦／中央法規

季刊（№13）

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

○平成２３年度版 厚生労働白書／厚生労働省編／全国官報販売協同組合

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

●写真集「釜石の記録」東日本大震災･平成大津波 2011.3.11／藤枝宏／心象舎

電話:044-739-8720／FAX:044-739-8739／Email : jyoho@csw-kawasaki.or.jp

～2011冬号の内容は～

○地域と教育～小平から教育を考える～2011/8 第22号／学校法人白梅学園

～「かわさき福祉情報サイト ふくみみ」リニューアル！！
～～「子どもの虐待」に関する本・ＤＶＤ
～～～「こころのボランティア講演会」を開催します
～～～～新着図書・ＤＶＤの紹介
～～～～～平成23年度かわさきボランティア・市民活動フェア開催

●心と社会 特集：震災に伴う心のケア／日本精神衛生会
○世界の児童と母性 VOL.71／(公財)資生堂社会福祉事業財団
●新保育士養成講座 第６巻 保育の心理学／全国社会福祉協議会

…など、情報満載でお届けします！

【DVD】（題名／製造元／仕様）
●発達障害と虐待～学校現場で何かを感じたら～全２巻 ／アローウィン／第1巻「気づきとその理解の
ために」35分･第2巻「適切な対応のために」45分

「かわさき福祉情報サイト ふくみみ」が新しくなり、利用できる機
能が増えました。その内容をご案内します。

●情報バンク開所カレンダー(平成２４年１月～４月）
平成２４年１月
日 月 火 水 木
1 2 3 4 5
8 9 10 11 12
15 16 17 18 19
22 23 24 25 26
29 30 31

金
6
13
20
27

土
7
14
21
28

平成２４年２月
日 月 火 水 木
1 2
5 6 7 8 9
12 13 14 15 16
19 20 21 22 23
26 27 28 29

金
3
10
17
24

土
4
11
18
25

「かわさき福祉情報サイト ふくみみ」リニューアル！！

平成２４年３月
日 月 火 水 木
1
4 5 6 7 8
11 12 13 14 15
18 19 20 21 22
25 26 27 28 29

金
2
9
16
23
30

土
3
10
17
24
31

平成２４年４月
日 月 火 水 木
1 2 3 4 5
8 9 10 11 12
15 16 17 18 19
22 23 24 25 26
29 30

金
6
13
20
27

土
7
14
21
28

…開所日（８時３０分～１７時(図書等の貸し出しは１６時３０分まで)）

◆講師検索◆ 専門分野から身近な地域の達人まで、様々な分野の講
師の方々が登録されています。企画中の研修や講座などにお役立てく
ださい。
また、講師登録希望の方は、トップページ上部の「登録団体・講師
募集」タブをクリックし、登録について詳細をご確認のうえ、登録申
請書をダウンロードしてください。皆さまからのご登録をお待ちして
います！！
◆メルマガ登録◆ メールアドレスを登録してくださった方に「ふく
みみ」からメールマガジンをお送りします！図書や研修などの新着情
分野別カテゴリから探す検索画面
報をいち早くお届けします。

●平成２３年度 かわさきボランティア・市民活動フェア開催！
年に一度、川崎市内で活動する多くの団体が一堂に会する機会として開催されています。今年度も、オー
プニングのイベントをはじめ、各団体の企画が盛りだくさんのプログラムとなっておりますので、ぜひ会場
へお越しください！
≪日時≫ 平成２４年１月２８日（土）１０時～１６時
来てね♪
≪会場≫ 中原市民館
≪問合せ≫ ボランティア活動振興センター（電話：044-739-8718）
かわさき市民活動センター（電話：044-430-5566）
※各種団体の活動紹介や体験コーナー、障害者地域作業所の製品販売、おなじみの
スタンプラリーもあります。
みなさまからのご意見・ご感想など
を、是非お寄せください。今後の紙面
発行月のお知らせ
に活かしたいと思っております。
３月･６月･９月･１２月の発行です
お待ちしています！
次号は３月１日発行予定です
Email：jyoho@csw-kawasaki.or.jp
電話：０４４-７３９－８７２０
FAX：０４４－７３９－８７３９

「地域福祉情報バンク通信」

今号では「子どもの虐待」に関する図
書をご紹介しましたが、これは前号で報
告した通信に関するアンケートで、特集
してほしいテーマとして回答された中の
ひとつです。皆さまからの声に、少しず
つですが応えられるよう、紙面を工夫し
ていきたいと思っています。

さて、皆さまはお気づきでしょうか？「ふくみみ」は、
トップページも少し変わりました。

◇画面上部にタブを追加◇
「登録団体・講師募集」などのボタンを、画面上部にタ
ブを追加し、わかりやすくしました。「ご利用方法」も新
たに作成しましたので、ご覧ください。
◇福祉みみより情報◇（画面左側・紫色の枠）
スペースが大きくなり、多くの情報を掲載できるように
なりました。

「ふくみみ」で
福祉に関する最新情報を
チェック！！

◇ふくみみ新着情報◇（画面右側・オレンジ色の枠）
スペースが大きくなり、多くの情報を掲載できるように
なりました。また、イベントや研修の「開催日」を表示
し、わかりやすくしました。

●児童相談所はどんなところ？

特集

子どもたちの幸せとすこやかな成長のため、児童福祉法に基づき設けられた専門の相談機関です。虐待の
相談・通告だけでなく、子どものしつけや教育、非行、発達などさまざまな相談を無料で受けています。ま
た、子ども自身からの相談も受けています。川崎市には下記の３つの児童相談所があります。

子どもの虐待に関する本･ＤＶＤ

川崎市が発表した平成22年度の児童相談所における児童虐待相談・通告件数（※）は1,047件と、5年前
と比べると２倍近い数字になりました。また、虐待を行ったとされる者については、実父母が９割を超える
数となっています。子どもに対する虐待は、心と身体に深い傷を残し、すこやかな成長に重大な影響を与え
てしまいます。なぜ、親がわが子を虐待してしまうのでしょうか？ 育児への不安や地域からの孤立、経済的
な問題、親自身が虐待された経験などの様々な要因が重なることで、家族関係が不安定になり虐待を引き起
こす可能性を高めてしまうと考えられています。
地域福祉情報バンクには、子どもに関わる方向けの、子どもの虐待に関する本・ＤＶＤが
ありますのでご紹介します。貸し出しもしておりますので、是非ご一読ください。
（※相談・通告後の調査等により虐待の事実がなかった場合や、対象となる児童を確認でき
なかったものも含んだ受付件数）
子ども虐待法律問題Ｑ＆Ａ
安部計彦(編集代表)／第一法規
こどもの虐待に関係のある法律についての概説が、子どもへの援助の実務にあたって知っておくべき最低限
の知識を簡潔に解説してあります。また、実務にあたって直面した課題や問題点を、法律的な裏付けをもとに
解説してあり、各設問が独立しているので、必要な部分から読むことができます。

教師･保育士･保健師･相談支援員に役立つ
子どもと家族の援助法
川畑隆／明石書店

保育者は幼児虐待にどうかかわるか
～実態調査に見る苦悩と対応～
春原由紀･土屋葉／大月書店

子どもや家族の抱えている課題が、少しでもよ
い方向へと改善していくための面接の進め方や背
景情報の読み方、クレームへの対応方法などを具
体的な事例とともに紹介。家族のつながりに着目
して働きかける家族療法をベースとした援助の実
際をわかりやすく語ります。（本書より抜粋）

保育者2,000名に行った「子どもの虐待」に関す
る調査をもとに、協力を申し出た保育者にインタ
ビューをし、虐待をめぐる保育者・保育所の状況を
詳しく聞くことができました。どれをとっても、保
育者にとって迷いや悩みの多い役割で、その役割を
毎日黙々と誠実に果たしている保育者の声を明らか
にし、そして虐待関係のなかで苦しむ子どもや保護
者に、どのように関わっていったらいいかを一緒に
考えていくことを目指して、この本は作られまし
た。（本書より抜粋）

◇川崎市こども家庭支援センター（中央児童相談所）
（管轄：川崎区・幸区・中原区）
住所：幸区鹿島田1082-3
電話：044-542-1234 FAX：044-542-1505
◇川崎市中部児童相談所
（管轄：高津区・宮前区）
住所：高津区末長276-5
電話：044-877-8111 FAX：044-877-8733
◇川崎市北部児童相談所
（管轄：多摩区・麻生区）
住所：多摩区生田7-16-2
電話：044-931-4300 FAX：044-931-4505
※３つの児童相談所とも、受付時間は月曜日～金曜日（祝日・年末年始を除く）８時３０分～１７時
※児童相談所が閉庁時の虐待に関する相談は、「川崎市児童虐待防止センター」へ。
電話・FAX：0120-874-124（フリーダイヤル・２４時間受付）

●●地域インフォメーション●●
■こころのボランティア講演会を開催します■
「気づくこころで救われる～私たちにもできる自殺予防～」として、講師に張賢徳（ちょうよし
のり）先生をお招きし、講演会を開催します。自殺予防のキーワードは「気づく つなぐ 見守る」
です。ひとりひとりの気づきをつなげていくことが、自殺予防となります。気づくためのヒントを
学び、どうつなげていくかを一緒に考えましょう。
また、川崎市内各区で活動している、精神保健福祉ボランティア団体の活動紹介も行います。

≪日時≫

平成24年2月21日（火）13時30分～16時00分（13時15分開場）

≪会場≫ 川崎市総合福祉センター（エポックなかはら）7階大会議室
【ＤＶＤ】発達障害と虐待

～教育現場で何かを感じたら～
アローウィン

全2巻

≪講師≫

張賢徳先生（帝京大学医学部附属溝口病院）

≪定員≫ 150名（当日先着順）
とある小学校。4年生担任の教師にはちょっと気になる男の子がいる。授業中に別のことをやってみたり、
隣の生徒にちょっかいを出したり、休み時間には一人で遊ぶことも多く、他の生徒との会話も少ない。発達障
害の疑いがあるようにも思う。そんなある日、腕にあざがあるのを見つける。「まさか虐待?!」担任教師は先
輩の養護教諭や特別支援教育コーディネーターに相談する。その子に対してどう対応したらよいのか、そもそ
も発達障害と虐待をどう理解したらよいのか、考えて行くことになる・・・。
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≪問い合わせ≫ ボランティア活動振興センター 電話：044-739-8718（金子）
川崎市精神保健福祉センター

電話：044-200-3195（小泉）

※参加費無料
2011年 冬号
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