新着図書・DVDの紹介！

川崎市社会福祉協議会

【図書】（書名／著者・編者名／出版社）
○社会福祉学習双書2012 全16巻／全国社会福祉協議
会
●社会福祉関係施策資料集30(2011年)／全国社会福
祉協議会
○社会福祉施設経営管理論2012 ／全国社会福祉協議
会
●ソーシャルワークによる精神障害者の就労支援／
御前由美子／明石書店
○実践に役立つボランティア学習の基礎理論／長沼
豊／大学図書出版
●市区町村社協における地域福祉コーディネーター
の必要性と養成について／東京都社会福祉協議会
○死を招いた保育～ルポタージュ上尾保育所事件の
真相～／猪熊弘子／ひとなる書房
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●老いて歌おう2011／伊藤一彦編集／鉱脈社

地域福祉情報バンク通信

○Ｑ＆Ａでわかる利用者と共有する介護保険のポイ
ント／阿部崇／じほう

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
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2012年 夏号
季刊（№15）
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

●福祉教育実践ガイド／全国社会福祉協議会

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

…２０１２年夏号の内容は…

○依存症と共依存／アローウィン／７７分

～～ 福祉に関することは、駅に近くて便利な川崎市総合福祉センター(エポックなかはら)へ

●地域力こそ防災力!!小規模介護施設が火災(災害)
から生命を守る知恵とコツ／ＮＰＯ法人全国ｺﾐｭﾆﾃｨﾗ
ｲﾌｻﾎﾟｰﾄｾﾝﾀｰ／３０分

～～～「就労支援」に関する本・ＤＶＤの紹介

○インターネットトラブル未然防止疑似体験教材／
神奈川県／４５分
●人が幸せに生きるために～考えてみよう福祉のこ
とを～／兵庫県･兵庫県社会福祉協議会／１４分

開所カレンダー●○
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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）

●ふくみみからのお知らせ

「地域福祉情報バンク通信」
発行月のお知らせ

◇メルマガ配信中◇
「ふくみみのメルマガ」は新着図
書や研修などの情報をお知らせする
メールマガジンです。ふくみみの「

～～～～ 今年の夏休みはチャレボラ２０１２！！
～～～～～ おススメします、この一本

福祉に関することは、駅に近くて便利な
川崎市総合福祉センター(エポックなかはら)へ
ＪＲ武蔵中原駅から徒歩１分！改札口から右へ進むと連絡通路ですぐ、川崎市総合福祉センター（以
下、センター）の３階入口に到着します。センターでは市民が主体となる地域福祉の推進と市民の福祉
の増進を図ることを目的として、以下の事業を行っています。
地域福祉情報バンク事業
（６階 地域福祉情報バンク）

社会福祉研修センター事業
（５階 川崎市福祉人材バンク）

施設・設備の利用提供事業
（１階 センター受付）

◆総合相談窓口では、福祉に関す
る様々な相談をお受けしています
◆福祉に関する図書・ＤＶＤの貸出
をしています
◆地域福祉情報の収集・提供をし
ています

◆社会福祉関係従事者、及び地域
福祉活動に 取り組む市民・ボラン
ティア等を対象に、地域福祉の推
進を目的とした研修等を実施してい
ます（人材バンクでは、福祉の仕事
の無料紹介事業を行っています）

◆地域福祉活動の場として、さらに
生涯学習や余暇活動などの場とし
てホール・会議室の貸出をしていま
す（１階にふれあいネット端末を設置
しています）

また、今年度センターでは、来館された方へのご案内をわかりやすくするため、１・３・７階に行事
予定を表示する液晶パネルや、エレベーターの音声案内を設置しました。

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。

図書・ビデオ検索」では掲載していない本の内容を簡単に紹介し
ています。配信を希望される方は、ふくみみトップページ『メル
マガ登録』にてＰＣメールアドレスをご登録ください。

◇掲載情報募集中◇
ふくみみでは、各団体からのイベントや講座などの情報を掲載
しています。ＩＤを所有している団体は随時掲載できますが、Ｉ
Ｄを所有していない団体の情報もお申し出いただければ、地域福
祉情報バンクにて掲載いたします。団体の広報に、是非、お役立
てください。詳細につきましては、右記連絡先までお問い合わせ
ください。

今後の紙面に活かしたいと思って
おりますので、ご意見・ご感想な
どを、ぜひお寄せください。
お待ちしています！
Email：ｊｙｏｈｏ＠ｃｓｗ
－ｋａｗａｓａｋｉ．ｏｒ．ｊｐ
電話：０４４－７３９－８７２０
FAX：０４４－７３９－８７３９

イラスト等：イラストわんぱぐ＆筆まめｏｎｌｉｎｅ＆素材*ヒバナ

…など、今号も情報満載でお届けします！
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****** 様

○○セミナー

****** 様
****** 様

****** 様

３階ホール入口
JR武蔵中原駅
連絡通路で
ございます

****** 様
****** 様

****** 様

****** 様

****** 様

ドアが
閉まります

※平成２４年８月１１日(土)はセンターの電気設備点検のため、全館休館日とさせていただきます。

今年の夏休みは
就労支援に関する本の紹介

夏号では、障害のある方の就労支援について書かれている図書等を集めました。
障害のある方が就労するために必要な支援とは？ 下記の図書等は、地域福祉情報
バンクにて貸し出しています。ぜひ、ご利用ください。

小学生から大学生までを対象とした、ボランティア・福祉体験学習『チャレンジ ボランティア』を略し
て「チャレボラ」と呼んでいます。２０１２年度も、川崎市内在住・在学の学生を対象として、夏休み期間
に開催されます。Ｓｔｅｐ①で「ボランティアってどんなこと？」「福祉とは？」など、体験学習に入る際
の心構えを学び、Ｓｔｅｐ②で希望のプログラムを選び体験学習をします。Ｓｔｅｐ③で体験した活動の振
り返りのまとめをします。
初めての方も、参加したことがある方も、今年の夏休みは『Ｌｅｔ‘ｓ チャレボラ！！』
◆開 催 日

Ｓｔｅｐ①オリエンテーション 平成２４年７月２１～２３日（いずれか１日に参加）
平成２４年７月２４～８月２４日（各プログラムにより異なります）
Ｓｔｅｐ②選択プログラム
Ｓｔｅｐ③まとめ～修了式～ 平成２４年８月２５日
※Step①～③まで参加した方には修了証を発行します

◆開催場所

Ｓｔｅｐ①、③は川崎市総合福祉センター（エポックなかはら）
Ｓｔｅｐ②は各プログラムにより異なります

◆対

川崎市内在住・在学の学生

ソーシャルワークによる精神障害者の就労支援
～参加と協働の地域生活支援～
御前由美子

著／明石書店

利用者にとって就労は、地域の中で障害のない人とともに特性を生かした役割を担う事で、自己認
識や視野の広がりにつながる。さらに、ある程度納得のいく報酬を得ることで、自信や意欲向上への
きっかけになるものであると考えている。そのために、就労を目的ではなく手段として活用し、利用
者の生活を対象とするソーシャルワークによって地域生活を実感できるように支援していこうという
発想である。（本書より抜粋）

就労支援ハンドブック

福祉、教育、労働の連携による

～統合失調症者を支えるために～

知的障害者の就業・生活支援 (DVD付)

（独法）高齢･障害者雇用支援機構
障害者職業総合センター

～連続性のあるチーム支援モデルの提案～

このハンドブックは、障害者職業総合セン
ター研究部門による「精神障害者に対する就
労支援家庭における当事者のニーズと行動の
変化に応じた支援技術の開発に関する研究」
（情報バンク所蔵あり）の内容をもとに、精
神障害者（統合失調症者）に対して、効果的
な支援を行っていきたいと考えている就労支
援担当の方々の参考となるよう使いやすい形
に取りまとめたものです。（本書より抜粋）

本調査研究は、東京都社会福祉協議会と東
京都知的障害特別支援学校就業促進研究協議
会が協働し、福祉、教育、労働等の連携によ
る知的障害者の就業支援・生活支援のあり方
について検討を行ったものです。さらに本調
査研究では、連携によるチーム支援の支援場
面を視覚的に表現していくためにDVD『働くみ
んなを応援します』を併せて作成しました。
（本書より抜粋）

チャレボラ２０１２！！

象

◆申込方法

チラシ裏面の申込用紙に必要事項を記入し、郵送・ＦＡＸ・Ｅ-ｍａｉｌ
（申込用紙と同じ内容を記入）にて申込み
※チラシは市・区社会福祉協議会等で配布しています
また、市社会福祉協議会ホームページからダウンロードできます
※応募者多数の場合は抽選となります

◆申込締切

平成２４年６月２９日（必着）

東京都社会福祉協議会
◆参 加 費

◆申し込み
問い合せ

無料（但し、プログラムにより、食事代・材料費がかかることが
あります）
川崎市社会福祉協議会 ボランティア活動振興センター
〒211-0053 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
E-mail：ｖ－ｃｅｎｔｅｒ＠ｃｓｗ－ｋａｗａｓａｋｉ．ｏｒ．ｊｐ

ボランティア募集！！
チャレボラをお手伝いして
くださる大学生の方を募集し
ています。詳しくは、問い合
わせ先までご連絡ください。

～～ おススメします、この一本 ～～
【大笑い健康プログラム】全３巻

青年期、成人期の発達障害者支援

「高齢者にとっての恐れ、それは病気になること。その第一の
原因はストレスであり、老化です。また、４０～５０歳代の現役
世代にとっても、超情報化社会の中で、ストレスから体調不良に
なることです。ストレスからの解放、それは笑いを、大笑いを毎
日続けることです。その実践法をわかりやすいＤＶＤ映像でお楽
しみください。」（添付解説書より）
各巻に古典落語、笑いヨガ、笑いの効用トークが収録されてい
地域福祉情報バンクにて貸出中！ ます。

第２巻

～生活･余暇･就労支援をめぐって～
梅永雄二

監修･解説／星屑倶楽部

ある一人の青年の姿を通して、生活と就労における支援の必要性を
学びます。また、家族の抱える苦悩や発達障害の４つの形態について
も紹介します。
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