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通信

2015年 秋号
季刊（№２８）

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

２０１５年秋号の内容は…
～「かわさき ボランティア タウンフェスタ 2015」を開催します！！
～～『高齢者・身体拘束』に関する本・ＤＶＤの紹介
～～～『専門相談』『福祉基金助成金』についてお知らせ
～～～～新規登録図書の紹介

…など、今号も情報満載でお届けします！

１日中楽しめるイベントを開催！！

「かわさき ボランティア タウンフェスタ2015」
「かわさき ボランティア タウンフェスタ2015」は川崎市内の福祉に関するボランティア活動を
広く市民の皆さまに紹介し、さらにはボランティア同士の交流、繋がりの輪を広げることを目的とする
イベントです。
今年度は、特技をいかして活動しているボランティアによる特技披露、様々なボランティア活動の実
演・体験、日頃の活動を紹介するパネル・作品展示、市内福祉施設の自主製品販売等を行います。

◆日時…平成２７年１１月２９日（日） １０：００～１６：００
◆場所…川崎市国際交流センター（川崎市中原区木月祇園町2-2）
東急東横線・目黒線「元住吉駅」下車徒歩約１０分
◆主催…かわさきボランティアタウンフェスタ2015実行委員会
川崎市社会福祉協議会ボランティア団体部会
◆問い合せ…川崎市社会福祉協議会 ボランティア活動振興センター
電話：044-739-8718 ／ ＦＡＸ：044-739-8739
※詳しくは、チラシ・ホームページでお知らせいたします。

福祉関連のチラシ等が

閲覧・検索 できます！

地域福祉情報バンクには、各機関からたくさんの福祉関連のチラシ等
が集まってきます。
それらを、情報バンク内のパソコンにストックして、閲覧・検索でき
るようになりました。講座・研修、講演会、イベント、啓発、募集、
相談、説明会、福祉系学校の入学案内などが対象です。
「以前見かけたチラシがもう一度みたい・・・」
「参加できそうな講座はないかしら・・・」
こんな時には、ぜひ、情報バンクにお立ち寄りください！
探していた情報が見つかるかもしれません！

中面では『高齢者・身体拘束』に関する本を特集しています⇒
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「高齢者・身体拘束」に関する本・DVDの紹介
～地域福祉情報バンクで貸出しています～

図書「旅のことば」

図書「身体拘束ゼロを創る」

～認知症とともによりよく生きるためのヒント～

井庭 崇・岡田

高崎絹子／編著

中央法規／発行

誠／編著

慶応義塾大学井庭崇研究室 認知症フレンド
リージャパン・イニシアチブ／著
丸善出版／発行

自分や家族、身近な人が認知症と判断され
たらどうすればよいのか。不安に押しつぶさ
れそうになったりするかもしれません。です
が、認知症は、生活を大きく変えるからこそ
実現できる「新しい旅」のはじまりととらる
ことができるのです。本書では認知症の方、
その家族、周りで支えている専門家が実践し
ている「新しい旅」をよりよく生きるための
工夫を４０の「ことば」にまとめています。

「おはよう21」に連載された同名シリーズ
が単行本になりました。身体拘束しないケア
を創っていくための様々な知識を実践なども
踏まえて紹介しています。拘束しないケアを
継続するために組織的な体制も必要です。多
くの要素を踏まえて拘束しないケアができて
いきます。

図書「事例で学ぶ『高齢者虐待』
実践対応ガイド」
～地域の見守りと介入のポイント～
池田恵利子・川端伸子・高橋智子／編著
あい権利擁護支援ネット／監修

DVD「身体拘束ゼロ作戦」

中央法規／発行

鳥海房枝・永田久美子・橋本泰子／監修
認知症介護研究・研修東京センター／企画製作

高齢者施設での身体拘束を廃止することを
目的に東京都の特養ホームの実際の取組みを
取材して、身体拘束を廃止する過程を解説し
ています。ケアスタッフや施設長を巻き込ん
だ、等身大の取り組み方を見て、身体拘束ゼ
ロへの参考にしてください。（３５分）

発見が難しく、介入が困難な高齢者虐待。
本書は通報義務のあるケアマネや地域包括支
援センター職員等を主な対象として、虐待対
応の流れを解説しています。２つの事例を通
して、介入すべき状況・タイミング・虐待の
兆候を察知し予防するための他職種連携・情
情報共有の方法が理解できます。

～～ おススメします、この一本 ～～
ＤＶＤ

「二つの道」

≪企画：法務省保護局≫
≪制作：(株)テレパック≫

「ありがとう」
彼をもうひとつの道へと導いたのは、たったひとつの言葉だった。

地域福祉情報バンク
にて貸出中！
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非行をした一人の少年に、家族・学校・近所などの周囲の人々がどのよ
うに接するかで、彼の人生がどう変わっていくのかを描いたドラマ。周囲
の冷たい視線や無理解にさらされ、再び過ちを繰り返してしまう「道」
と、周囲の暖かな言葉とまなざしとが彼の更生の決意を守る助けとなった
「道」の二つの道を描いています。
（３０分）
地域福祉情報バンク通信

弁護士・精神科医師・臨床心理士による

「専門相談」を受け付けています！
地域福祉情報バンクでは、総合相談窓口の一つとして「専門相談」があります。「専門相談」
では、弁護士による法律相談、精神科医師による心の病・認知症等の相談、臨床心理士による人
間関係や心理的な悩み等の相談をお受けしています。相談日など詳細につきましては、お気軽に
お問合せください。
相談は予約制ですので、相談を希望される方は事前に下記の「ふくし相談」までご連絡くださ
い。
予約・問合せは、電話044-739-8719（ふくし相談）まで

●●平成２８年度

「福祉基金助成金」●●

の助成を希望する団体を募集します！
川崎市社会福祉協議会では、在宅福祉や地域福祉の向上を目的とした事業を行うボランティア・
グループ、団体を対象に、その事業にともなう費用の一部を助成いたします。（上限３０万円）
○助成対象団体は、つぎの全てに該当する団体とします
(1) 川崎市内（２区以上）で活動をしている団体で、１年以上の活動実績があり、公益を
目的とした民間の自主的な団体であること
(2) 平成２８年度に申請事業の実施が確実であること
(3) 申請事業に対して、他で助成を受けていないこと
(4) 平成２８年度から過去５年間において、本基金から助成を受けていないこと
(5) 宗教活動、政治活動を目的としていないこと
○助成対象事業は次の７つの事業です。ただし、経常的な運営費、職員等の人件費、
賃借費用については認められません
(1) 在宅福祉サービス事業
(2) 障害児・者支援事業
(3) 福祉教育事業
(4) 調査研究事業

(5) ボランティア活動推進事業
(6) 小地域福祉活動
(7) その他先駆的・開拓的な事業

【申し込み方法】 所定の福祉基金助成申請書（第１号様式）に必要事項を記入のうえ、団体
の規約または会則・役員名簿・前年度事業報告・決算書・現年度事業計画・予算書等を添付し
て、下記まで持参、またはお送りください。（申請書は川崎市社会福祉協議会および各区社会福
祉協議会の情報コーナーに設置。また、川崎市社会福祉協議会のホームページからダウンロード
できます。
）
【申し込み受付期間】 平成２７年９月１日（火）～平成２８年１月１５日（金）です。
（持参は１７：００まで受付、郵送は当日消印有効）
【選考】
本会の福祉基金運営委員会で選考し、その結果を文書で通知します。なお、選考時
には福祉基金運営委員会に出席いただきます。
【申請書の送付ならびにお問合せ先】
社会福祉法人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 ６階
TEL：０４４－７３９－８７１８
FAX：０４４－７３９－８７３９
E-mail：v-center@csw-kawasaki.or.jp
2015年 秋号
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新着図書＆ＤＶＤの紹介！

新しく加わった図書をご紹介いたします！

【図書】（書名／著者・編者名／出版社）

【DVD】（題名／制作・販売／仕様）

●コミュニティーソーシャルワークの理論と実
践 ／日本地域福祉研究所／中央法規
○跳びはねる思考－会話の出来ない自閉症の僕が
考えていること－／東田直樹／イースト・プレス
●ボランティアコーディネーション力／早瀬昇・
筒井のり子／中央法規
○新・社会福祉援助の共通基盤 第２版
団法人日本社会福祉士会／中央法規

●高齢者の「からだ・あたま・こころ」その健
康の維持と予防 ／アローウィン／７４分
○サイレント・プア／ＮＨＫエンタープライズ／全
３枚432分
●パーソンセンタードケアライブセミナー／Ｃ
ＬＣ／93分

下 ／社

●地域ケア会議サクセスガイド－兵庫・朝来市発
地域包括ケアシステムのカギが、ここにある！ ／
足立里江／メディカ出版
○いっしょに歩けばだいじょうぶ－だいＪＯＢセ
ンター川崎市生活自立・仕事センターの実践－ ／
川崎市健康福祉局生活保護・自立支援室
●私たちの指導計画2015－保育の友増刊号0.1.2
歳児－／全国社会福祉協議会

地域福祉情報バンクの蔵書検索は『ふくみみ』で！
http://www.k-fukumimi.com/

●情報バンク開所カレンダー(平成２７年９月～１２月）
27年９月
日 月 火
1
6 7 8
13 14 15
20 21 22
27 28 29

水
2
9
16
23
30

木
3
10
17
24

金
4
11
18
25

土
5
12
19
26

１０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

１１月
日 月
1 2
8 9
15 16
22 23
29 30

火
3
10
17
24

水
4
11
18
25

木
5
12
19
26

金
6
13
20
27

土
7
14
21
28

１２月
日 月 火
1
6 7 8
13 14 15
20 21 22
27 28 29

水
2
9
16
23
30

木
3
10
17
24
31

金
4
11
18
25

土
5
12
19
26

…開所日（８時３０分～１７時(図書等の貸し出しは１６時３０分まで)）

12月２９日（火）～1月３日（日）は、川崎市総合福祉センター(エポックなかはら)の年末年始休館日のため、
全館休館いたします。 ※受付窓口での図書・ＤＶＤ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１２月１日発行予定
です
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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
FAX：044-739-8739

○○の秋！といえば、皆様は何
の秋が思い浮かんだでしょうか？
芸術・読書・食欲・行楽…色々な
秋がありますね。私はスポーツの
秋を目指そうかなと思います。皆
様はいかがですか？何の秋にする
にしても良い思い出の残る秋にし
たいですね《さ》
イラスト：わんぱぐ＆いらすとや

