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

2018年 春号
季刊（№38）

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

201８年春号の内容は…
★「子ども食堂」で地域の居場所づくり！／『ボラナビ2018』配布
★「地域福祉」に関する図書・DVDの紹介
★2017年図書・DVD貸出 年間ランキング／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！

「子ども食堂」で地域の居場所づくり！
今、全国各地で「子ども食堂」が相次いで立ち上がっています。「子ども食堂」とは、地域の大人が
子どもに無料または少額で食事や温かな団らんを提供する取り組みです。子どもの6人に1人が貧困状態
であると言われている中、貧困対策の一つとして、貧困家庭や孤食の子どもに栄養の
ある食事を提供することを目的としつつ、地域の居場所づくりとしての役割も果たし
ています。
参加者を子どもに限定せず、地域の人なら誰でも参加できる「子ども食堂」が
増えています。食事以外にも、ボランティアの学生が学習支援を行う、一緒に遊ぶ、
子育てで大変なお母さんが育児について話を聞いてもらう、一人暮らしの高齢者が
子どもたちと触れ合う、フルタイムで働くお母さんの息抜きの場になるなど、
多世代交流の場にもなっています。
「子ども食堂」の運営形態は様々ですが、月に1～2回、参加費を集めて
「子ども食堂をつくろう！」
ボランティアが中心となって開催しているところが多く、食材の調達は
地域福祉情報バンクにて貸出中
参加費での購入以外にも、地元の方からの寄付などがあります。
川崎市内の「子ども食堂」については地域福祉情報バンクにお問い合わせください。
♦子ども食堂について詳しく知りたい方はこちらのHPもご覧ください。
・こども食堂ネットワーク http://kodomoshokudou-network.com
・広がれ、子ども食堂の輪！全国ツアー http://kodomoshokudo-tour.jp
・かわさき福祉情報サイトふくみみ http://k-fukumimi.com
（団体検索のページからキーワード検索で「子ども食堂」と入力してください）

『ボラナビ2018』を配布しています！
『ボラナビ』とはこれからボランティア・市民活動をしたいという方のために市内の福祉施設やボラン
ティア・市民活動団体のボランティア受け入れ情報を紹介している冊子です。川崎市社会福祉協議会と公益
財団法人かわさき市民活動センターが共同して発行しています。
「ボランティアを始めたい」
「今とは違う活動をしてみたい」とお考えの方はもちろん、「ボランティアって
どんなものがあるんだろう？」と興味を持たれている方にもおすすめの1冊です。まずは、
『ボラナビ
2018』を手にとって、どんな活動があるかご覧ください！川崎市社会福祉協議会ボランティア活動振興
センター（エポックなかはら6階）、かわさき市民活動センター、各区社会
福祉協議会（福祉パル）で配布しています。また、川崎市社会福祉協議会
ホームページからも閲覧・ダウンロードできます。
（トップページ｢ボランティアに関する情報｣からお入りください）
http://www.csw-kawasaki.or.jp/index.html
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「地域福祉」に関する図書・DVDの紹介
「地域福祉」とは、それぞれの地域において人びとが安心して暮らせるよう、地域住民や公私の社会
福祉関係者がお互いに協力して地域社会の福祉課題の解決に取り組む考え方です。
住民一人ひとりが年齢や障害のあるなしにかかわらず、住み慣れた地域社会で家族や友人と一緒に
生きがいをもち、健康で明るく幸せな生活をおくるためには、行政サービスのみではなく地域住民が
自ら参加し、お互いが福祉の“担い手”であり“受け手”であるという考えのもと、ともに福祉を作り
上げていくことが必要です。
今号で取り上げた図書・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。（新着図書の著者・出版社は4面をご覧ください）

地域福祉のイノベーション

横浜発 助けあいの心がつむぐ まちづくり

地域福祉は、今後の地域住民の生活環境総体
に関する問題群にいかに対峙することができる
のか。政策や実践、理論における
革新的な変革の必要性や内容につ
いて、先駆的実践報告を示しつつ
地域福祉のイノベーションの
方向性を明らかにする 。

子育てや介護など、暮らしの苦労を共にする
中で助けあい活動を生み出し、地域を耕し続け
た女性リーダーと仲間たちの物語。 住民の立場
で課題解決に取り組み、助け合い
の形を模索してきた人々にスポッ
トをあてることで、これからの地
域づくりの大きなヒントにつなが
る。大都市における地域福祉実践
の手引きとなる一冊。

「わがまま」のつながり方
地域に暮らす一人ひとりが社会とつながり
ながら、自分らしい「わがまま」
な人生をまっとうする。それを
可能にする「地域包括ケア」の
知恵を紹介。すべての人を包み
込み、ともに暮らすネットワーク
づくりのヒントがここにある。

コミュニティソーシャルワークの理論と実践
コミュニティソーシャルワーク
を体系的に理解し、実践するため
の一冊。各地の実践事例も収載。

コミュニティソーシャルワーク（DVD）
ソーシャルワーカーとは何かという課題に
向き合いつつ、それぞれの地域でそこにふさわ
しい方法を考えて活躍しているコミュニティ
ソーシャルワーカーの仕事ぶりを紹介。
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コミュニティソーシャルワーク 第19号
日本地域福祉研究所が発行する
「地域福祉実践」の専門誌。
時宜にあった情報の提供や役立つ
情報が満載。

こころ豊かに希望をもって
高齢社会を生きる（DVD）
ともに生きる豊かな社会の実現のための
地域コミュニティ・まちづくりを考える。
板橋区・立川市・山形市の社会福祉協議会の
取組みを紹介。

コミュニティソーシャルワークとは…
地域において生活上の課題を抱える個人や家族に
対する個別支援と、それらの人々が暮らす生活圏
の環境整備や住民のネットワーク化
といった地域支援を行います。
このコミュニティソーシャルワーク
を行う者がコミュニティソーシャル
ワーカー（CSW）です。
地域祉情報バンク通信

2017年

図書・DVD貸出 年間ランキング

【図書】 （書名／著者・編者名／出版社）
1位

地域福祉の強みと弱み／菊池まゆみ／全国社会福祉協議会

2位

ユマニチュード入門／本田美和子、ｲｳﾞ・ｼﾞﾈｽﾄ、ﾛｾﾞｯﾄ・ﾏﾚｽｺｯﾃｨ／医学書院

3位

ひとりぽっちをつくらない／勝部麗子／全国社会福祉協議会

4位

老後破産 長寿という悪夢／NHKスペシャル取材班／新潮社

5位

相模原事件とヘイトクライム／保坂展人／岩波書店

6位

傾聴術／古宮昇／誠信書房

7位

患者と家族を支える認知症の本／長谷川嘉哉／学研

8位

下流老人／藤田孝典／朝日新書

9位

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

10位

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

【DVD】（タイトル／制作・販売）
1位

依存症と共依存／アローウィン

2位

面接への招待／中央法規出版

3位

R７０ごぼう先生の健康体操① 口腔体操編／株式会社GOBOU

4位

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

5位

サイレント・プア／NHKエンタープライズ

6位

R７０ごぼう先生の健康体操② 自力体操編／株式会社GOBOU

7位

認知症そのこころの世界／シルバーチャンネル

8位

介護職のコミュニケーション技術／中央法規出版

9位

認知症の人の体験世界を感じてみよう／シルバーチャンネル

10位

新着情報を
チェック！

高齢者のアルコール依存症／アローウィン

貸出数の多かったものは、図書は地域福祉や高齢者に関連するもの、DVDは研修等で利用される
ものでした。「地域福祉情報バンク通信」で紹介したものがランキングに入りましたので、今後も
皆様に興味を持っていただけるようなものを取り揃えていきたいと思っております。
「かわさき福祉情報サイトふくみみ」のフェイスブックでは、おすすめの図書やDVDを
紹介しておりますので、是非ご覧ください。

♪

おすすめします

この1本

♪

今すぐ役立つ！感染症予防（DVD）
福祉施設等におけるノロウイルスなどの集団感染を防ぐための手順や対応を、
ドラマと特殊映像で分かりやすく説明しています。日常でできる予防を解説した
基礎編、感染症が発生した際の対応策を説明した対応編の2本を収録。
施設の職員研修等にご活用ください。
（２０１１年・２６分３０秒）

《監修：東京都福祉保健局
2018年 春号

発売：東京都社会福祉協議会》

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）
●地域福祉のイノベーション／日本地域福祉学会地域
福祉イノベーション研究会（監修）／中央法規出版

●ストレスチェック導入・運用サクセスガイド／
岡田邦夫／メディカ出版
●キラーストレス／NHKスペシャル取材班／NHK出版

●横浜発 助けあいの心がつむぐ まちづくり／
西尾敦史／ミネルヴァ書房

●発達障害の人が上手に働くための本／對馬陽一郎／
翔泳社

●子ども食堂をつくろう！／NPO法人WAKUWAKU
ネットワーク（編集）／明石書店

●ソーシャルワーカーという仕事／宮本節子／筑摩書房

●「なんとかする」子どもの貧困／湯浅誠／角川新書

●対人援助職のためのファシリテーション入門／
中村誠司／中央法規出版

●できることを取り戻す魔法の介護／
にやりほっと探検隊／ポプラ社

●対人援助職のための家族理解入門／団士郎／
中央法規出版

●日本で老いて死ぬということ／朝日新聞迫る2025
ショック取材班／朝日新聞出版

●家族の練習問題／団士郎／ホンブロック

●介護サービス実践マニュアル／山田俊郎／幻冬舎

●「コミュニティソーシャルワーク19／
日本地域福祉研究所／日本地域福祉研究所

●介護職・福祉職のためのマナーと接遇／
関根健夫・杉山真知子／中央法規出版

【DVD】（題名／製作・販売）
●こころ豊かに希望をもって高齢社会を生きる／
全国社会福祉協議会

●聴く・伝える・共感する技術 便利帖／大谷佳子／
翔泳社
●イライラとうまく付き合う介護職になる！アンガー
マネジメントのすすめ／田辺有理子／中央法規出版
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●コミュニティソーシャルワーク／アローウィン
●今すぐ役立つ！感染症予防／東京都福祉保健局・
東京都社会福祉協議会
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…開所日：８時３０分～１７時（図書等の貸出は１６時３０分まで）
誰かのためにと思って始めたことがきっかけで、新しい仲間に

「地域福祉情報バンク通信」 巡り会えたり、生きがいとなることを見つけたりすることがあり
発行月のお知らせ
３月・６月・９月・１２月の
発行です
次号は６月１日発行予定です
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ます。新年度の始まりを機に、地域のために何かできることから
始めてみませんか？（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：わんパグ＆いらすとや

