新着図書の紹介！

川崎市社会福祉協議会

新しく加わった図書をご紹介いたします！

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

【図書】（書名／著者・編者名／出版社）
●見えないけれど観えるもの ／藤井克徳／やどかり出版 ●地域福祉活動としての災害対策／香川県社会福祉協議会
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季刊（№11）

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

○社会福祉学習双書2011 全15巻／社会福祉学習双書編集委 ○女性・子どもたちへの性暴力～被害の現状と支援を探る
～／東京都社会福祉協議会
員会

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

●社会福祉関係施策資料集29(2010年)／全国社会福祉協議 ●第28回 海外研修報告書／(社福)清水基金
会

…夏号の内容は…

○孤独死防止対策等調査事業報告書／神奈川県
○社会福祉施設経営管理論2011／全国社会福祉協議会
●地域と子ども学 第4号／学校法人白梅学園
●新保育士養成講座 第1巻 保育原理、第3巻 児童家庭福
災害ボランティアセンター及びコー
祉、第8巻 子どもの食と栄養、第10巻 家庭支援論／新保 ○ 平 成 2 2 年 度
ディネート研修会報告書
／奈良県･奈良県社 会 福祉協議
育士養成講座編纂委員会
会

○家庭的保育者養成研修･市町村向け教材活用の手引き
(DVD付)／神奈川県
●予防医学

第52号

特集：人間ドック ／神奈川予防医

できることから少しずつ
やってみよう！ボランティア！！

学協会

●概説 社会福祉協議会／全国社会福祉協議会
○福祉ボランティアの今日的課題／松田次生／学事出版

○若年性認知症コールセンター2010年報告書 ／ ( 社 福 )
仁至会

【資料】（書名／発行）

●世界の児童と母性 VOL.70／(公財)資生堂社会福祉事業
●社会福祉学 第35号 2011／明治学院大学大学院社会学研 財団
究科社会福祉学専攻
○心理治療と治療教育～情緒障害児短期治療施設研究紀
○滋賀社会福祉研究 第13号／滋賀県社会福祉協議会
要～／全国情緒障害児短期治療施設協議会編

○●地域福祉情報バンク
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ボランティアなど、何か役に立つことをしたい、始めたいと思っている方はきっと大勢いらっしゃるでしょ
う。でも、「きっかけ」を見つけたり、行動するための時間が取れなかったり…。
では身近なところから、と考えるとどんなことがあるでしょうか？自宅で一人から、または仲間同士ででき
る「収集活動」もボランティアのひとつです。
そこで今号では「きっかけ」のひとつとして、「収集活動」をご紹介します。

●収集活動の流れ●

開所カレンダー●○
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31

２０１１年夏号のキーワードは

～～ できることから少しずつ やってみよう！ボランティア！！
「ボランティア」です
～～～ ボランティアに関する本・相談機関のご案内
～～～～ 地域インフォメーション【福祉の職場と人材をつなぐ『川崎市福祉人材バンク』】
…など、今号も情報満載でお届けします！
～～～～～ 新着図書の紹介
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…開所日
開所時間：８時３０分～１７時（図書の貸出は１６時３０分まで）
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 「地域福祉情報バンク通信」
発行月のお知らせ
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、是非お知らせください。
３月・６月・９月・１２月の
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
発行です。
ホームページに掲載しており、バックナンバーもご覧になれ
次号は９月１日発行予定です。
ます。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/）
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。
震災直後から川崎市社協HPへのアクセス数が、普段の１０
お待ちしています！
倍以上になり、災害ボランティアなどの震災に関する情報へ
Email：jyoho@csw-kawasaki.or.jp
の関心の高さが伺えました。今後も、最新の情報を掲載して
電話：044-739-8720
まいりますので、どうぞご利用ください。
こちら
FAX：044-739-8739
4月にこの通信に関するアンケート調査を行いました。皆
まで！
さまからのご意見を、今後の紙面に活かしてまいります。

① 収集するものを決める
代表的なものは…
・使用済み切手
・書き損じはがき
・ペットボトルキャップ
…など

⇒

⇒

② 収集したものの送り先を決める
収集している団体は、皆さんか
ら送られたものを買い取り業者
に換金してもらい、団体の活動
目的のために役立てています。
団体のホームページや活動を紹
介している広報誌などで、どん
な活動をしているか確認し、賛
同できる団体を選んでみてはい
かがでしょうか。

⇒

③ 収集方法の確認
収集している団体が、方法や
送付時の注意点をホームペー
ジなどに掲載しています。
必ず確認しましょう！

④ 一定量集まったら送る
③で確認した量になったら送りましょう！！

「集めたものがあるので、送り先を教えてほしい」といったお問い合わせがありますので、参考までに一部
をご紹介いたします。送る前に必ず団体に確認をしてください。
◆財団法人 ジョイセフ（家族計画国際協力財団） http://www.joicfp.or.jp/jp/
（使用済み切手・書き損じはがき・インクカートリッジ（家庭用プリンターのみ）など）
〒162-0843 東京都新宿区市谷田町1-10 保健会館新館8階
電話：03-3268-5877
FAX：03-3235-9774
情報の収集には地域福祉情報
バンクの検索用パソコンを是
◆NPO法人 Reライフスタイル http://www.re-lifestyle.com/
非ご利用ください！
（ペットボトルキャップ）
〒236-0002 横浜市金沢区鳥浜町17-3
電話：045-349-6131

●川崎市内のボランティアに関する相談機関

特集

ボランティアに関する本の紹介

★川崎市社会福祉協議会 ボランティア活動振興センター
（ボランティアに関する様々な相談、ボランティア活動保険の加入など）
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
電話：044-739-8718 FAX：044-739-8739

前回ボランティアについて特集をした時は、これからボランティアを始めようと思われている方向けに図書を
選びました。今号では、ボランティアについて様々に論じられている図書をご紹介します。いろいろな方の考え
を知ることで、新しい刺激を受け、違う見方・考え方が出てくるかもしれません。
こちらに掲載している図書をはじめ、地域福祉情報バンクには、およそ3,000冊の図書･資料、ビデオ･DVD
がございます。皆さまのご利用をお待ちしております。

ポスト・ボランティア論
～日常のはざまの人間関係～
原田隆司／ミネルヴァ書房

ボランティアというものを人と人との結びつきとして解釈し、その発端から終わりまでの過程を描いて
みる。とりわけ「相手」の立場というものを意識して考えてみる。そしてボランティアというものが、人
と人との単純な結びつきでありながら、さまざまな局面をもつ現象であることを示してみたい。（本書よ
り抜粋）

★各区社会福祉協議会
（ボランティアに関する様々な相談、ボランティア活動保険の加入など）
名称
〒
住所
川崎区社会福祉協議会 地域課
210-0006 川崎区砂子1-10-2 ｿｼｵ砂子ﾋﾞﾙ9階
幸区社会福祉協議会 地域福祉課 212-0023 幸区戸手本町1-11-5 さいわい健康福祉ﾌﾟﾗｻﾞ
中原区社会福祉協議会 地域課
211-0067 中原区今井上町34 和田ﾋﾞﾙ1階
高津区社会福祉協議会 地域課
213-0001 高津区溝口1-6-10 てくのかわさき3階
宮前区社会福祉協議会 地域課
216-0033 宮前区宮崎2-6-10 東急宮崎台ｶﾞｰﾃﾞﾝｵﾌｨｽ4階
多摩区社会福祉協議会 地域課
214-0014 多摩区登戸1763 ﾗｲﾌｶﾞｰﾃﾞﾝ向ヶ丘2階
麻生区社会福祉協議会 地域課
215-0004 麻生区万福寺1-2-2 新百合ﾄｳｪﾝﾃｨﾜﾝ1階

電話番号
044-246-5500
044-556-5500
044-722-5500
044-812-5500
044-856-5500
044-935-5500
044-952-5500

★（公財）かわさき市民活動センター
（市民活動相談など）
川崎市中原区新丸子東3-1100-12
電話：044-430-5566 FAX：044-430-5577

●災害ボランティアに関する情報
思いやりを力に変えるために

災害ボランティア論入門

阪神・淡路大震災で集まった
「ボランティア一年生」のための講座

シリーズ災害と社会⑤

ユニベール財団・編著、山内三郷・監修
／ブロンズ新社
ユニベールボランティアは震災から三ヶ月目
に組織されました。未曾有の大震災が起こるな
どとは夢にも思わないその前年に「高齢者によ
る高齢者のためのボランティア活動」の普及啓
発事業について具体案を検討していたところで
した。「何かお役にたちたい」と集まった関係
者たちの思いに押されるように、助成してゆく
立場の財団が、実際のボランティア活動を「ユ
ニベールボランティア」という形で突如スター
トすることになったのです。（本書より抜粋）

菅磨志保・山下祐介・渥美公秀／弘文堂
本書は、阪神・淡路大震災以来「災害とボラ
ンティア」というテーマに関わってきた研究
者、ボランティア活動の実践者、防災の実務家
らがそれぞれの立場からこのテーマを掘り下げ
たものである。それぞれの体験や立場の違いも
あり、異なる／対立した見解が述べられている
ように読める部分があるかもしれないが、被災
者という「人」と再帰的なプロセスという２つ
の視点を重視している点では共通している。
（本書より抜粋）

編／プリメド社

市民活動グループの多くに共通する悩み「活動資金不足」。多くのグループが会員の会費や寄付などに
よる収入を主としており、機関誌やグループ内の経費だけでそれらの収入が消えてしまい、何か新しい活
動を始めたくても、予算的になかなか難しいというのが現状ではないでしょうか。この問題を解決する手
段のひとつとして「助成金」という存在があります。（本書より抜粋）

Page 2

★かながわ県民活動サポートセンター 災害救援ボランティア情報
（被災地支援情報や災害ボランティアに関する情報を掲載）
http://www.pref.kanagawa.jp/cnt/f100229/

●●地域インフォメーション●●
■福祉の職場と人材をつなぐ『川崎市福祉人材バンク』■
川崎市福祉人材バンクでは、働きたい方（求職者）と人材を求める方（求人施設・事業所）を結びつける、福祉の仕
事の無料職業紹介事業を行っています。
また、多くの人に福祉への理解・関心を持っていただき、福祉の仕事への就労を促進するため、福祉のお仕事相談会
や福祉のお仕事ガイダンスなどの就労支援や人材確保の事業を行っています。

市民活動に活かす助成金取得ガイド
プリメド社編集部

★全社協 被災地支援・災害ボランティア情報
（全国社会福祉協議会全国ボランティア・市民活動振興センターより災害ボランティア関係情報を掲載）
ボランティアや支援活動を考えている皆さんに留意していただきたいことや、被災地災害ボランティアセンターの
設置状況、被災地への義援金、災害ボランティア活動への寄付金などについてお知らせしています。
http://www.saigaivc.com/

地域福祉情報バンク通信

◆開所日時：月曜日～金曜日・第１土曜日 ９時～１７時
（第１土曜日以外の土曜日、日曜日、祝日、年末年始、および就職相談会開催日はお休みになります）
◆相談･登録受付時間：９時～１１時４５分、１３時～１６時３０分
●ホームページを開設しました●
◆問い合わせ：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
電話 044-739-8726
FAX 044-739-8740
/jinzai/

【知る・聞く・話す！！福祉のお仕事相談会】

平成２３年６月４日(土)１３時～１６時３０分
福祉の仕事への就職希望者と福祉施設等の人事担当者との直接面談の場を設け、福祉施設等での人材確保を図ると
ともに、福祉の仕事に関する講座などを開催し、福祉に関する知識や経験が浅い方にもより深い関心をもっていた
だき、より多くの就労につなげることを目的として開催します。

2011年 夏号
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