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２０１７年秋号の内容は…
★「地域福祉情報バンク」のご案内
★「介護」に関する図書・DVDの紹介
★「福祉機器・機材の貸出」
「福祉基金助成金」について
★新着図書＆DVDの紹介

…など、今号も情報満載でお届けします！

「地域福祉情報バンク」のご案内
川崎市総合福祉センター（エポックなかはら）6階です。ご利用ください！

ふくし相談

専門相談

福祉に関する様々な相談を電話または
来所で受付ています。相談したいけれど、
どこに相談すればよいかわからない方も
ご相談ください。
電話：７３９－８７１９
受付時間：平日の月～金／９時～１６時
（１２時～１３時を除く）

弁護士・精神科医師・臨床心理士による無料相談
です。法律に関する相談は弁護士、心の病・認知症
などに関する相談は精神科医師、人間関係や心理的
な悩みなどの相談は臨床心理士がご相談
をお受けします。予約制です。
ご予約・問合せは、左記のふくし相談で
受付ます。

福祉関連図書・DVDの貸出
福祉関連の図書・ＤＶＤの貸出をしています。福祉
の入門編から職場の研修で使えるものまで多数取り揃
えています。貸出は川崎市在住・在勤・在学の方が対
象です。
図書・資料…３冊まで／２週間
ＤＶＤ…３本まで／１週間
受付時間：月～金／８時３０分～１６時３０分

福祉情報の収集と提供
地域の福祉情報を収集し、ご提供します。
かわさき福祉情報サイト「ふくみみ」
（http://k-fukumimi.com/）では福祉に関
する情報をはじめ、市内で活動している市民
活動・ボランティア団体の情報、
講師情報などを発信しています。

情報検索用パソコンの提供

「ふくみみ」の facebook

福祉に関する情報を検索できるようにパソコンを設置
しています。インターネット検索と福祉関係の講座・研
修、イベントなどのチラシ・資料を検索・閲覧すること
ができます。印刷サービスあり（有料）

「ふくみみ」掲載中の研修・イベント情報、
地域福祉情報バンクのおすすめ図書・DVDな
ど、旬な情報を発信
しています。

コピーサービス
セルフコピー機を設置しておりますので、ご自由にご利用いただけます。
白黒A３まで1枚10円、カラーA3まで1枚50円
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特集

「介護」に関する図書・DVDの紹介
～地域福祉情報バンクで貸出しています～

「介護は突然やってくる…」自分にはまだまだ関係ないと思っていても、突然、親や配偶者が倒れ、
介護生活が始まることがあります。また、自分が介護を受ける側になることもあるでしょう。
そんな時には一人で悩まず、周りの人に相談し、多くの情報を集めることが大切です。介護をする人・
受ける人どちらも「その人の望む生活」を諦めないことが大事です。
今号では、介護に関する図書・DVDをご案内いたします。
（著者・出版社は4面をご覧ください）
こちらに紹介した図書・DVDは地域福祉情報バンクで貸出しておりますので、是非ご利用ください。

「これからの医療と介護のカタチ
超高齢社会を明るい未来にする10の提言」
人口減少＋超高齢化。これまでの価値観や地域のカタチでは、この激変していく
社会環境に対応できない。気鋭の在宅診療医が、医療と介護の最前線で活躍する
24名の賢人との熱い議論を通じて、超高齢化が進む日本の未来を探る。

「あおいけあ流

介護の世界
これからの日本の医療・介護の話をしよう」

辛い、暗いの介護のイメージをくつがえす「あおいけあ流」介護の世界。
①最終ゴールは信頼関係②マニュアルでは自立支援はできない③地域を巻き込め！
親の老後も、自分の老後も、超高齢社会も、これさえあれば怖くない。
目からウロコの次世代介護スタイル！

「親と心を通わせて

「介護離職しない、させない」

介護ストレスを解消する方法」
ふさぎがちな親から「本当にやりたい
こと」を引き出すテクニック、実現まで
の計画の立て方。介護の苦痛から抜け出
し、親とかけがえのない時間を過ごすた
めの方法を指南。

DVD

ユマニチュード

介護離職についての様々な事例を盛り込みな
がら、介護をする家族の視点で、離職しないた
めの情報収集や、態勢作り、人間関係の築き
方、心の持ちようなどに触れ、介護をしながら
これまでの生活をできるだけ手放さない方策を
伝える。

優しさを伝えるケア技術

おすすめします
この一本！

認知症ケアの新しい技法として注目を集める「ユマニチュード」。大声を上げた
り、攻撃的になったり、徘徊するお年寄りが、しだいに“こちらの世界”に戻って
くる様子を指して「魔法のような」とも称されますが、これは伝達可能な「技術」
です。 フランス発のこの技術を、開発者のふたりが実例を交えて丁寧に解説しま
す。病院・介護施設・在宅・教育現場で、見て、分かって、使えるDVD。
（2015年製作・120分）
《製作：デジタルセンセーション株式会社》
※図書「ユマニチュード入門」もあります。
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福祉機器・機材を貸出しています！
川崎市社会福祉協議会ボランテイア活動振興センターでは、社会福祉の推進・理解を
目的とした行事・講習会等でご利用いただくために、福祉機器・機材を、川崎市内の団
体・個人に無料で貸出しております。車いす、高齢者疑似体験グッズ、妊婦体験グッ
ズ、抱き人形、視聴覚障害体験セットなどをご用意しております。
詳しくは川崎市社会福祉協議会のホームページをご覧いただくか、下記のボラン
ティア活動振興センターまでお問合せください。

平成３０年度「福祉基金助成金」
の申請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３０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３０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
【申込方法】 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。
【申込受付期間】 平成２９年９月１日（金）～平成３０年１月１２日（金）
(申込受付最終日、持参は１７：００まで、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していただきます。
◇◆福祉機器・機材の貸出／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

2017年 秋号
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新着図書＆ＤＶＤの紹介
【図書】（書名／著者・編者名／出版社）

●介護離職しない、させない／和氣美枝／毎日新聞出版

●災害時における転居の課題と地域コミュニティづくり／
●親と心を通わせて 介護ストレスを解消する方法／
熊本地震・共同支援ネットワーク
中村祐介／幻冬舎
●電話相談活用のすすめ：心の危機と向き合う／
吉川武彦・高塚雄介／遠見書房

●これからの医療と介護のカタチ 超高齢社会を明るい
未来にする１０の提言／佐々木淳／日本医療企画

●新装版ケース・スタディの方法／ロバートK.イン／
千倉書房
●ユマニチュード入門／ロゼット マレスコッティ、
イヴ ジネスト／医学書院

●プロカウンセラーが教える
古宮昇／ナツメ社

はじめての傾聴術／

●プロカウンセラーが教える
古宮昇／ナツメ社

場面別 傾聴術レッスン／

●ケアのカリスマたち 看取りを支えるプロフェッショ
ナル／上野千鶴子／亜紀書房
●介護破産 働きながら介護を続ける方法／結城康博、
村田くみ／KADOKAWA
●あおいけあ流 介護の世界／
森田洋之、加藤忠相／
南日本ヘルスリサーチ

●地域福祉情報バンク
2017年 9月
日月 火 水 木 金
1
3 4 5 6 7 8
10 11 12 13 14 15
17 18 19 20 21 22
24 25 26 27 28 29

土
2
9
16
23
30

●ユマニチュード 優しさを伝えるケア技術／
デジタルセンセーション株式会社／120分

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

開所カレンダー

日
1
8
15
22
29

【DVD】（題名／製作・販売／仕様）

月
2
9
16
23
30

10月
火 水 木
3 4 5
10 11 12
17 18 19
24 25 26
31

(２０１７年９月～１２月）

金
6
13
20
27

土
7
14
21
28

日 月
5
12
19
26

6
13
20
27

11月
火 水
1
7 8
14 15
21 22
28 29

木
2
9
16
23
30

金
3
10
17
24

土
4
11
18
25

日
3
10
17
24
31

12月
月 火 水 木 金
1
4 5 6 7 8
11 12 13 14 15
18 19 20 21 22
25 26 27 28 29

土
2
9
16
23
30

…開所日：８時３０分～１７時（図書等の貸出は１６時３０分まで）

12月２９日（金）～1月３日（水）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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「介護」には、先の見えない不安があります。その不安を取り除くため
にも、是非、地域福祉情報バンクをご活用ください。そして、元気な方
も、介護予防として食生活や運動習慣の見直し、地域の中での仲間作り
など、今できることから始めてみてはいかがでしょうか。（ま）
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。お待ちしております！
Email：jyoho＠csw-kawasaki.or.jp
電話：044-739-8720 ／ FAX：044-739-8739
イラスト：わんぱぐ＆いらすとや

