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）

地域福祉情報バンク通信

【ＤＶＤ】（題名／製造元／仕様）

○社会福祉学習双書2014 全16巻

○自閉症の子供たち／日本自閉症協会／３０分

●社会福祉施設経営管理論2014

●発達障害と虐待

／山口麻衣／春秋社

季刊（№23）

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

第１巻・第２巻
…２０１４年夏号の内容は…

～教育現場で何かを感じたら～

●新・よくわかる福祉事務所のしごと／結城康博
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～バリアフリーを目指して～

○社会福祉調査入門／斉藤雅茂・室田信一

ボランティア活動振興センター

～～ 夏休みだよ！ チャレボラ２０１４！！

／ アローウィン ／ ３５分・４５分

～～～『地域福祉』に関する本・ＤＶＤの紹介

／嘉山隆司／佐藤純子／本多敏明／ ぎょうせい

～～～～ 情報発信にはふくみみをご利用ください、他

○大都市の地域包括ケアシステム／太田貞司／光

～～～～～ おススメします、この一本

…など、今号も情報満載でお届けします！

生館

『夏休み』だよ！

●誰も制度の谷間に落とさない福祉／大阪府社会
福祉協議会／ミネルヴァ書房

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。２０１4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では「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では希望のプログラムを選び体験学習をします。最後のＳｔｅｐ③
で、体験した活動の振り返りのまとめをします。
様々なプログラムを用意して、学生の皆さんの『チャレンジ』をお待ちしています。

○生活保護と就労支援／池谷秀登／山吹書店

○●地域福祉情報バンク
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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）

８月１6日（土）は、川崎市総合福祉センター(エポックなかはら)の電気設備点検のため全館休館いたします。
※受付窓口での返却もできませんのでご注意ください
「地域福祉情報バンク通信」
発行月のお知らせ
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

チャレボラ２０１4！！

毎号、新規登録した図書・ＤＶＤを紹介しています。購入したもの、
関係機関から送付されてきたものなど様々です。新しい本を一番最初に
開くことができるのは、少し得した気分です。今年度は、特にＤＶＤに
力を入れたいと思っています。視聴もできますので、ご利用ください。
《さと》
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、是非お寄せください。
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＆素材*ヒバナ＆NOZOMI-DESIGN＆フリー素材の来夢来人

◆開 催 日…Ｓｔｅｐ①オリエンテーション 平成２６年７月１９日(土)～21日(月)（いずれか１日に参加）
Ｓｔｅｐ②選択プログラム
平成２６年７月２２日(火)～８月２１日(木)（各ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑにより異なります）
Ｓｔｅｐ③まとめ～修了式～ 平成２６年８月２２日(金)
※Step①～③まで参加した方には修了証を発行します。
※参加プログラムによって、「オリエンテーション」、
「まとめの会」開催日時が異なります。

いいなぁ。
おねえさんに
教えてもらってるよ。

◆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

象…川崎市内在住・在学の学生

◆申込方法…チラシ裏面の申込用紙に必要事項を記入し、Ｆax ・E-mail
郵送（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。

昨年度参加者の様子

◆申込締切…平成２６年６月２５日(水)必着
◆参 加 費…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。）
◆申し込み…川崎市社会福祉協議会 ボランティア活動振興センター
問い合せ 〒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

特集

情報発信にはふくみみをご利用ください!

福祉教育・ボランティア活動に関する

『かわさき福祉情報サイトふくみみ』では、福祉に関する様々な情
報を発信するため、日々、情報収集を行っています。また、ＩＤをお
持ちの登録団体からは、イベントや講座の案内、活動報告などが随時
掲載されています。
「今度、○○講座を開催するので広報したい」など、お問い合わせ
をいただくことがあります。ＩＤが無い場合でも掲載できますので、
地域福祉情報バンクまでご相談ください。
なお、
『かわさき福祉情報サイトふくみみ』の利用規約「禁止事
項」に該当する内容のものは、掲載できませんのでご注意ください。
（利用規約は、ふくみみトップ画面下に掲載しています）
掲載可能な情報は、イベント・研修・講座などの案内、ボランティ
ア募集、活動メンバー募集などです。

本・ＤＶＤの紹介
子どもの福祉教育・ボランティア活動

人は一人ひとりみんな違うということ、そして、違うがゆえに一人ひとりが尊重されなければならないという理念
に立って、「違うことは素晴らしい」という“違いを豊かさに”した教育活動を私たちは推進していかなければなり
ません。
今号では、「福祉教育・ボランティア活動に関する本・ＤＶＤ」として、地域での福祉・ボランティア活動がテー
マとなっているものを紹介します。どれも、わかりやすい内容となっています。
ふくしと教育 2014 16号
／大学図書出版
本号は、「社会的包摂と福祉教
育」という特集を企画しました。
新たな局面に働きかけている実践
を、学会は大事にしていくこと。
やがて、その実践の普及と理論化
を含めて、福祉教育・ボランティ
ア学習の糧が蓄積されていくこと
を期待したい。
（本書より抜粋）

ボランティア学習の基礎理論
著書 / 長沼 豊

僕と君の昨日の話
／特定非営利活動法人すまみらい

「ボランティア学習の実践に
役立つ知見が欲しい。」「ボラ
ンティア学習の基本的な理論に
ついて学びたい」という方々の
ために、これまで考えてきたこ
とや述べてきたことをコンパク
トにまとめたものです。

この絵本は、特定非営利活動法
人すまみらいで活動している精神
疾患を抱えた仲間たちの体験談を
もとに作成されました。
もしも、大切な友達が「統合失
調症」になったら思い出してくだ
さい・・・

（本書より抜粋）

（本書より抜粋）

図書等は開所時間外でも返却できます！
地域福祉情報バンクで貸し出した図書、ビデオ・ＤＶＤは、開所
時間外でも返却ができます。川崎市総合福祉センター（エポックな
かはら）１階の受付窓口にて対応していますのでご利用ください。
１階受付窓口で返却できる日時は、平日の夜間（２０時４５分ま
で）
、第３土曜日以外の土曜日、日曜日、祝日です。

待って
～、忘
れてる
～

※年末年始、総合福祉センター休館日および、保守点検日の夜間は
ー
くちゃ
な
か
利用できませんので、ご注意ください。
行
返しに
休 館 日：８月１６日(土)、
保守点検日：６月２５日(水)、 6月２6日(木)、 7月２３日(水)
８月２７日(水)、 8月２8日(木)、 9月２４日(水)
１０月２２日(水)、１１月２6日(水)、 1２月２７日(土)
１２月２８日(日)、 １月２８日(水)、 ２月２５日(水)
２月２６日(木)、 3月２５日(水)

ダッシュ！

～～ おススメします、この一本 ～～
浴育＝マナー教育！！
～子どもの心身の発育における公衆浴場の役割～

ＤＶＤ
つなぎ つながり つなぎあおう
地域のつながりってなに？
そこから私たちのミッションが始まっ
た！！ ／神奈川県社会福祉協議会
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～好評につき、ふたたびのお知らせ～
小子高齢化が急速に進む日本では、地域の人と人とのつながり

の重要性が増しています。
地域に暮らす人々の孤立化を防ぎ、災害に備えるために
も、世代を超えたつながりづくりが欠かせません。
この作品は、地域で人と出会い、つながりづくりに挑戦す
る中学生・高校生・大学生世代の取り組みを同世代の若者が
取材したものです。さまざまな立場の人と共に生きる社会を
作るヒントを見つけてください。

地域福祉情報バンク通信

少子高齢化社会の到来で、次世代を担う子供たちの役割は極
めて大きくその健全育成に向けて、公衆浴場が一助を担うこと
は大きな意義があります。また、ふれあい入浴としての場を提
供することは、将来の利用者への道を開くことにあります。
また、学童・幼児に銭湯の面白さを体験させる体験入浴の普
及を図る大きな第一歩となるはずです。
是非、DVDと紙芝居を併せてご利用ください。
（解説書より抜粋）
（平成２３年３月制作）
地域福祉情報バンクにて貸出中！
2014年 夏号

Page 3

