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２０１６年秋号の内容は…
～「かわさき ボランティア タウンフェスタ 2016」を開催します！！
～～『不登校・ひきこもり』に関する本・DVDの紹介
～～～『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2016」

「かわさき ボランティア タウンフェスタ2016」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、「災害とボランティア」をテーマに、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２８年１２月１８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2016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。

弁護士・精神科医師・臨床心理士による

専門相談のご案内
川崎市社会福祉協議会では、川崎市民（在勤・在学も含む）の方を対象に、弁護士・精神科医師・臨床
心理士による法律・財産・健康・生活等の相談をお受けしています。
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ふくし相談までご連絡ください。
ご予約・お問い合わせ先：（福）川崎市社会福祉協議会 地域福祉情報バンク

ふくし相談（電話）：044-739-8719

QRコード
はこちら！

平日月曜～金曜９時から１６時（１２時から１３時は除く）相談は無料です。
※内容を伺ってからのご予約となります。詳しい日程などについては、お問合せください。
また、ウェブサイトからも、日程等を確認することができます。（http://www.csw-kawasaki.or.jp/
contents/hp0285/index00360000.html）
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「不登校・ひきこもり」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～
近年不登校やひきこもりが問題となっています。不登校とは、文部科学省の定義では、何らかの心理
的、情緒的、身体的、あるいは社会的要因・背景により児童・生徒が登校しない、あるいはしたくても
できない状況にあること（ただし、病気や経済的な理由によるものを除く）をいい、ひきこもりとは、
厚生労働省の定義では、仕事や学校に行かず、かつ家族以外の人との交流もせずに、６か月以上続けて
自宅に引きこもっている状態（時々は買い物などで外出することがある場合にも、ひきこもりに含まれ
ます。）のことをいいます。家族がこのような状態になったときにどのように考えればよいのでしょう
か。今号では、不登校・ひきこもり関係の図書とＤＶＤをご紹介いたします。

図書

図書

「学校に行く意味・休む意味」

「起立性調節障害がよくわかる本」

滝川

一廣／著

田中

日本図書センター／発行

英高／監修

講談社／発行

なぜ、人は学校にいくのか？「不登
校」理解、ここからはじまる！
学校が生まれた理由、立身・出世の夢、
戦後ニッポンの大変化、高度経済成長の
夢と希望、失われた学校の聖性、そして
増え続ける不登校．．．さぁ、深く考え
てみよう！

朝起きられずに遅刻や欠席を繰り返
す…。
全国で約７０万人の中高生が発症してい
る！！症状の見極め方から治療法までがわ
かる決定版。

図書「不登校は１日３分の働きかけで９９％解決する」
森田

直樹／著

リーブル出版／発行

子どもの心のコップを自信の水で満たす。子どもの「よさ」を見つけ、シャワーのように褒
めてあげてください。それが「自信の水」となり、心のコップに入っていきます。そして自信
の水が溜まると、子どもは自ら動き出すのです。

DVD「困難をかかえた人への支援」第１巻ひきこもり
アンガージュマン・よこすか／協力

アローウイン／製作

「ひきこもり」は、病気ではなく状態を表す言葉であると言われています。当事者は対人関
係が苦手で、人と向き合う際に緊張や強い恐怖を感じるという共通点はあっても、そうなった
きっかけや背景は千差万別で一人一人異なります。「ひきこもり」は、その言葉から喚起され
やすい固定的なイメージではなく、ひとつのイメージでは決してくくれない状態であると言え
ます。DVDでは神奈川県にあるNPO法人の取り組みを見ていきます。（３３分）
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～おススメします、この一冊～
100％あらたくん
自閉くんあらたとママの奮闘記
本書はあらたくんの成長記であると同時に、愛情あふれる子育ての
記でもあります。そして同時に、自閉症を理解するためのユーモア

(本書エピローグより抜粋)
朝日新聞厚生文化事業団／発行

いっぱいの参考書でもあります。

茂木

和美／著

地域福祉情報バンクにて貸出中！

平成２９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２9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２9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 （５）ボランティア活動推進事業
（２）障害児・者支援事業
（６）小地域福祉活動
（３）福祉教育事業
（７）その他先駆的・開拓的な事業
（４）調査研究事業
【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２8年９月１日（木）～平成２9年１月１3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
2016年 秋号

Page 3

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）

●学校に行く意味・休む意味 ／滝川一廣／日本図
書センター

●貧困世代 ／藤田孝典／講談社

○起立性調節障害がよくわかる本 ／田中英高／講
談社

○幸せを届けるボランティア不幸を招くボラン
ティア／田中優／河出書房新社
●陸前高田ドキュメンタリーあの街に桜が咲け
ば／小川光一／ごきげんビジネス出版
○Q＆A障害者差別解消法 ／野村茂樹・池原毅和
編／生活書院

【DVD】（題名／制作・販売／仕様）
●～幼児教育者になるための～保育所と幼稚園
の１日 ／アローウィン／５２分
○療育・リハビリテーションー2 言語聴覚士の
仕事 音楽療法士の仕事／アローウイン／５０分

●「相談力」入門／鈴木雅人／中央法規
○まだ間に合う！今すぐ始める認知症予防 ／朝田
隆 監修／講談社
●シニアの頭がやわらかくなる脳トレーニングク
イズ＆健康クイズ／石田泰照／黎明書房
○不登校は１日３分の働きかけで９９％解決す
る／森田直樹／リーブル出版

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２８年９月～１２月）
28年９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

１０月
日 月 火 水 木 金 土
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31

１１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

１２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

…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（木）～1月３日（火）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

秋になりました！食欲の秋も
いいですが、秋の夜長に読書は
いかがでしょうか。地域福祉情
報バンクでは図書・ＤＶＤの貸
出しをしておりますので、是非
ご利用ください。
お待ちしております。≪た≫
イラスト：わんぱぐ＆いらすとや

