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2017年冬号の内容は…
★かわさき福祉情報サイト「ふくみみ」
★「障害」に関する図書の紹介／障害者週間
★赤い羽根共同募金／ボランティアタウンフェスタ／おすすめDVD
★新着図書&DVDの紹介
…など、今号も情報満載でお届けします！

ふくしに関する みみよりな情報は…

かわさき福祉情報サイト「ふくみみ」で検索！
ボランティア活動をして
みたいなぁ…どんな団体が
あるんだろう？

福祉関係の最新情報
を知りたいなぁ…

今度、〇〇の講習会
を開きたいので、
講師をお願いした
いなぁ…

介護保険サービスに
ついて、どこに相談
したらいいのだろう…

認知症に関する
DVDを見てみたい
けど…どんなもの
があるのかな？

地域ではどんな
イベントや講座が
開催されるのかな？

福祉教育って
何だろう？

地域福祉情報バンクでは、イン
ターネットを通じて市民の皆様に
川崎市を中心とした地域福祉情報
を、提供しています。
福祉に関するサービス情報をは
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
師情報などたくさんのコンテンツ
があります。
また、Facebookでは旬な情報
を発信しておりますので、是非ご
覧ください。

ふくみみ 川崎

検索！
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特集

「障害」に関する図書の紹介
～地域福祉情報バンクで貸出しています～

虹色のチョーク
働く幸せを実現した町工場の奇跡
社員の7割が知的障害者である川崎市内の
チョーク製造会社「日本理化学工業」の、福祉へ
の取 り組みと経 営姿勢に迫 ったノン
フィクション作品。3年半にわたる取
材をもとに“日本でいちばん大切にし
たい会社"と呼ばれる理由や、障害者雇
用の理想と現実、苦悩と葛藤を描く。

障害者のリアル×東大生のリアル
障害当事者やその関係者の生活や
人生に触れることを目的とした東京
大学教養学部の講義。障害者のリア
ルから自分自身のリアルに迫る。

社会的入院から地域へ
精神障害のある人々のピアサポート活動

わたしと統合失調症
26人の当事者が語る発症のトリガー
病気はどこから来たのか―。体験を
読み、思いを馳せ、理解に近づく。
“引き金”から見えてくる統合失調症
の世界。

精神病院大国日本の問題点を、退院して地域
で暮らし始めた人たちのライフヒストリーを主
軸に、病を抱える人生を肯定し、慈
しみながら地域で暮らすことをどう
支えるか、法制度や意識の壁をどう
変えていくのかを考える。

生きたかった
障害のある子の家族が
知っておきたい「親なきあと」
障害のある子が親なきあとも地域社
会の中で安心して生きていけるために
家族が知っておきたいことをわかりや
すく紹介。

相模原障害者殺傷事件が問いかけるもの
重度障害者のみを狙った史上最悪の殺傷事件
を私たちはどう受け止めるべきか。福祉・医療
制度の盲点、自治体と国の責任、そ
して社会に根深く残る差別と優生思
想。各分野の専門家と当事者・支援
者たちの声を編んで緊急出版。

平成29年度 障害者週間 街頭キャンペーン活動実地！！
『障害』についての理解を拡げ、ともに生きる福祉のまちづくりを推進することを目的に、川崎市社会福祉
協議会障害者団体部会では毎年『障害者週間』に合わせた啓発キャンペーン活動を実施しています。
今年は12月2日（土）正午より、JR南武線の川崎駅、武蔵溝ノ口駅の駅頭で、街頭キャンペーンとして、
啓発グッズ配布を行います。この他にも同週間前後には、南武線沿線主要駅へのポスター掲示やラジオ広報等
の様々な啓発キャンペーン活動を実施予定ですので、活動にお気づきになられた際には是非、目を向け、耳を
傾けていただければ幸いです。

障害者週間とは…
毎年12月3日から9日までの1週間を『障害者週間』と呼びます。
国民に広く障害者福祉についての関心と理解を深め、障害者が社会、経済、
文化、その他のあらゆる分野の活動へ積極的に参加する意欲を高めることを
目的として国で定められ、全国で様々な取り組みが行われています。
昨年度の街頭キャンペーンの様子
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今年も「赤い羽根共同募金運動」が始まりました！
赤い羽根共同募金

１０月１日～１２月３１日

年末たすけあい募金

１２月１日～１２月３１日

共同募金 大使
野毛山動物園の
レッサーパンダ「キク」

【共同募金のしくみ】

【つかいみち】

【災害等準備金】

地域で集めた募金は、集めた地
域で使われています。集まった募
金の約70％は、募金をいただいた
地域で使われ、残りの30％は、み
なさんの住んでいる市区町村を超
えた広域的な課題を解決するため
の活動に、都道府県の範囲内で使
われています。

神奈川県共同募金会を通じて、県
内の民間社会福祉施設・団体や障害
者地域作業所へ。さらには社会福祉
協議会を通じて市内の支援の必要な
方々や団体などに配分させていただ
きます。詳しくは「はねっと」で公
開しています。

毎年みなさんからご寄付いただい
ている赤い羽根共同募金から、決
まったお金を災害に備えて積み立て
ています。災害が起きた時には、被
災地の災害ボランティアセンターの
設置や運営などの支援に使われてい
ます。

赤い羽根共同募金にご協力お願いします！

かわさき ボランティア タウンフェスタ
・日時
・場所

平成３０年３月４日（日）１０：００～1５：００
川崎市総合自治会館（川崎市中原区小杉町3-1）
JR南武線・東急東横線・目黒線「武蔵小杉駅」下車徒歩７分
・主催
かわさきボランティアタウンフェスタ２０１７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
今年は「災害支援と地域づくり」をテーマにおこないます。映画「逃げ遅れる人々
東日本大震災と障害者」の上映や、映画を製作した飯田基晴監督のお話、防災に役立つ
実演・体験コーナー、災害ボランティア活動パネル展示を予定しています。さらに市内
ボランティア団体による活動紹介、障害者福祉施設の自主製品販売等、盛りだくさんの
内容をお届けします。ぜひ、お気軽にご参加ください。

♪

おすすめします

この1本

♪

R70ごぼう先生の健康体操（全10巻）
介護の「GO」 予防の「BOU」で 「GOBOU 」。介護予防
を笑顔で伝える 「大人のための体操のおにいさん」「介護界
のアイドル」こと、ごぼう先生の健康体操DVD。かんたん、
楽しい、ちょうどいい！高齢者のための衰え予防健康体操。
口腔体操（誤嚥予防）・自力体操（転倒予防）の他、ボールや
タオルを使った体操などで、バランス力や柔軟性
の向上を目指します。体操はすべて椅子に座って
行います。大きな字幕つきです。
（２０１５～２０１７年・1本につき１０分程度）
《製作：株式会社GOBOU》
2017年 冬号

地域福祉情報バンクにて貸出中！
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新着図書＆ＤＶＤの紹介
【図書】（書名／著者・編者名／出版社）

●障害のある子の家族が知っておきたい「親なきあと」／
渡部伸／主婦の友社

●サービス提供責任者 便利帳／田中元／翔泳社
●「藤里方式」が止まらない／菊池まゆみ／萌書房
●相談支援員必携 事例でみる生活困窮者/一般社団法
人社会的包摂サポートセンター／中央法規出版
●対人援助職に効くストレスマネジメント／竹田伸也／
中央法規出版
●「わがまま」のつながりかた／鎌田實／中央法規出版

●生きたかった 相模原障害者殺傷事件が問いかける
もの／藤井克徳・池上洋通・石川満・井上英夫／
大月書店
●わたしと統合失調症 26人の当事者が語る発症のトリ
ガー／佐竹直子・リカバリーを生きる人々／
中央法規出版
●社会的入院から地域へ 精神障害のある人々のピアサ
ポート活動／加藤真規子／現代書館

●「生活保護なめんな」ジャンパー事件から考える／
生活保護問題対策全国会議／あけび書房

【DVD】（題名／製作・販売／仕様）

●虹色のチョーク 働く幸せを実現した町工場の奇跡／
小松成美／幻冬舎

●R70ごぼう先生の健康体操(全10巻)／(株)GOBOU
／１本につき約10分

●障害者のリアル×東大生のリアル／東大ゼミ／
ぶどう社

●ボランティアの渦が巻き起こる。徳島で生まれた善意
銀行、全国へ発信。／徳島県社会福祉協議会／１５分

●おしゃべりな足指 障害母さんのラブレター／
小山内美智子／中央法規出版

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

●地域福祉情報バンク
2017年 12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
31

土
2
9
16
23
30

開所カレンダー
2018年 1月
日 月 火 水 木
1 2 3 4
7 8 9 10 11
14 15 16 17 18
21 22 23 24 25
28 29 30 31

(２０１７年１２月 ～ ２０１８年３月）

金
5
12
19
26

土
6
13
20
27

日 月
4
11
18
25

5
12
19
26

2月
火 水 木
1
6 7 8
13 14 15
20 21 22
27 28

金
2
9
16
23

土
3
10
17
24

日 月 火
4
11
18
25

5
12
19
26

6
13
20
27

3月
水 木
1
7 8
14 15
21 22
28 29

金
2
9
16
23
30

土
3
10
17
24
31

…開所日：８時３０分～１７時（図書等の貸出は１６時３０分まで）
地域福祉情報バンクは、１２月２９日（金）～１月３日（水）の間、休所いたします。また、総合福祉セ
ンター（エポックなかはら）も、１２月２９日（金）～１月３日（水）の間、全館休館いたします。

「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3月１日発行予定です
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障害があることは「不自由」であったとしても「不幸」ではなく、周
囲の理解や配慮があればできることも多いと感じました。まず、障害を
理解することから始めてみたいと思います。（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：いらすとや

