地域福祉情報バンクでは、
福祉に関する相談をお受けしています！

近な
身
の
た
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♪
相談窓口

ふくし相談
TEL：(０４４)

７３９-８７１９

福祉に関わる様々な相談をお受けしています。
困った時、どこに相談してよいのか分からない時など、お気軽に
ご相談ください。

かわさき障害者110番
TEL･FAX：(０４４)

７３３-５８３０

障害や難病をお持ちの方の人権や生活等の相談を、電話･FAX･来所
（要予約）にてお受けしています。

地域福祉
情報バン
ク！

専門相談
予約受付：(０４４)

７３９-８７１９

弁護士・医師・臨床心理士による相談をお受けしています。
※ご相談の内容を事前にお伺いさせて頂きます。

※いずれも受付時間は、平日の

9時から16時です。

（12時～13時を除く）

ボランティア交流室のご案内！

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

創刊号
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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
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こんにちは！
地域福祉情報バンクです！
「地域福祉情報バンク」は平成19年6
月、川崎市総合福祉センター内に設置さ
れ、本年、無事に開設1周年を迎えること
ができました。
準備、運営にあたり、皆さまより賜った
ご協力に心より感謝申し上げます。ありが
とうございます。

「地域福祉情報バンク通信」の創刊
開設１周年にあたり、この度、この「地
域福祉情報バンク通信」を発行させていた
だくこととなりました。
通信で は 、地域
福祉情報 バ ンクが
所蔵する 福 祉情報
や、身近 な 地域情
報を、皆 さ まに分
かりやす く ご紹介
してまいります。

ボランティア・市民活動のための

地域福祉情報
バンクの目的
地域福祉情報バンク
は、①地域福祉情報を
収集し、②データベー
スを構築して、③
フォーマル、イン
フォーマルの福祉情報の中から、利用され
る方のニーズに必要、適切と思われる情報
の提供を行うことを目的としています。
バンク内には福祉関連の図書、雑誌、ビ
デオ、DVDなどを多数取り揃え、情報検索
用のパソコンなども設置されています。
また、先日、車イスでもスムーズに移動
できるようレイアウト変更も行いました。
これからも皆さまのご要望を伺いなが
ら、より利用しやすい「身近な福祉情報の
玉手箱」を目指してまりますので、どうぞ
よろしくお願いいたします。

定期刊行物
（雑誌）のご紹介
地域福祉情報バンクで
は、以下の雑誌を定期購
読しています。
最新号以外は貸し出し
も可能です。ぜひご利用
ください！
○月刊福祉
／全国社会福祉協議会
●生活と福祉
／全国社会福祉協議会
○さあ、言おう
／さわやか福祉財団
●週刊社会保障
／法研
○ふれあいケア
／全国社会福祉協議会
●保育の友

ご利用ください！
あなたの身近な情報玉手箱♪

♪利用可能日･･･毎日（但し、年末年始、全館休館日を除く）

(川崎市総合福祉センター内)

♪利用可能時間

地域福祉情報バンク

（午前）9:00～12:00（午後）13:00～16:45（夜間）17:00～20:45
※利用時間には、準備・後片付けの時間を含みます。

福祉に関する情報を集めた地域福祉情報バンクは、“川崎市総合福祉
センター”（エポック中原）の６階にございます。
福祉関連の図書、DVD、ビデオなどを多数、取り揃えているほか、
情報検索用パソコンやコピーサービスもご利用いただけます。
また、電話での情報提供も行っています。
ぜひ、お気軽にご利用ください！

♪利用可能人数･･･Ａ・Ｂ 各12人（A･Bあわせて最大24人）
♪申込方法･･･利用日の3ヶ月前の日から、来所・電話・FAXにて受付
（先着順）
※申込時に活動内容のわかる資料をご持参ください。
※電話・FAXによる申込は仮予約となりますので、一週間以内に来所
してお申込みください。
♪申込先

川崎市社会福祉協議会

ボランティア活動振興センター

川崎市中原区上小田中6-22-5 川崎市総合福祉センター（ｴﾎﾟｯｸ中原5階）
電話044-739-8718
【申込受付時間】

FAX044-739-8739

月曜日～金曜日

9:00～16:30

ホームページも見てね！
http://www.csw-kawasaki.or.jp

※受付時間
平日、第3土曜日 8:30 から 17:00
電話 ０４４－７３９－８７２０

／全国社会福祉協議会
○手をつなぐ
／全日本手をつなぐ育成会
●リハビリテーション
／鉄道身障者協会
○ノーマライゼーション
／日本障害者
リハビリテーション協会

●月刊

波

nami

／日本てんかん協会
○神奈川新聞
●読売新聞
○週刊

福祉新聞

ビデオ・DVDの試聴ができるようになりました！

新着図書＆DVDのご紹介！
新しく加わった図書をご紹介いたします！

★いのちくらし

生活保護Q＆Ａ50＋1

あきらめる前にこの一冊／全国生活保護裁判連絡会

【図書】（書名／著者・編者名／出版社）

☆完全図解

破産は本人申立てできる

☆お仕事がんばります／明石洋子／ぶどう社

財産侵害・借金・虐待への対応

／中央法規
★対人援助のためのコーチング
／利用者の自己決定とやる気をサポート／中央法規
☆グループワークの専門技術
対人援助のための77の方法
／中央法規

／中央法規

／中央法規

シャープ・アクオス

4位

未来を創る

ＬＣ－２０Ｓ４

5位

ADL対応型

6位

安心して老いるために

高齢者体操

7位

このまちで暮らしたい

（題名／仕様／製造元）

ＤＶ－ＨＲＷ５５

8位

ふれあいネットワーク事業

9位

笑顔みたくて

☆大人の居場所づくり

（ただし、複製等の作業に
はご使用いただけません）

地域に根ざすボランティア活動

／ビデオ20分／リュック
★今、問われるボランティア活動とは

10位

こんにちは

介護予防で、いつまでも元気！

理念編

読めるって、楽しい♪

☆介護予防のまちづくり／アローウィン
荒川区の予防介護

②輝いて生きる

多摩区における健康づくり活動

☆シリーズ「これからの介護の新しい視点」
自立支援と介護予防／東京シネ・ビデオ

最新医療＆やさしい介護のｺﾂ／長谷川和夫／中央法規
DVDﾌﾞｯｸ／太田・三好／講談社

①いつまでも自分らしく生きるために／DVD26分
②はりのある生活をめざして／DVD28分

エンジョイ！デイジー♪

地域福祉情報バンクでは、話題のマルチ
メディア図書「DAISY（デイジー）」を
視聴できるようにいたしました！

（2008年度上半期）

DVDブック／太田・三好／講談社

1位 新しい介護

基本のき

2位

いのちくらし

生活保護Q＆Ａ50＋1

3位

月刊

4位

老人のレクリエーション／千葉・天野／全国社会福祉協議会

5位

心あたたまる介護／名古屋市在宅介護サービス事業者連絡研究会 ／日総研出版

6位

認知症の正しい理解と包括的医療・ケアのポイント／山口晴康他／協同医書出版社

7位

住民自治と地域福祉／三塚武男／法律文化社

8位

リハビリテーション・ナーシングマニュアル 臨床看護技術編／日野原重明／学研

DAISY（デイジー）とは？
視覚障害者や普通の印刷物を読むことが困難な人々のため
に、カセットに代わるデジタル録音図書の国際標準規格とし
て、約40ヵ国の会員団体で構成するデイジーコンソーシアム
により開発と維持が行なわれているアクセシブルな情報シス
テムです。

DAISY録音図書の特徴
目次から読みたい章や節、任意のページに飛ぶことができ
ます。MP3などの最新の圧縮技術で一枚のCDに50時間以上
も収録が可能です。

2008年度上半期 図書 貸出人気ランキング発表！
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ひつじ雲の２４時

シャープ

／DVD84分／横浜市社会福祉協議会

新しい介護ｼﾘｰｽﾞ／太田・三好／講談社

★認知症の知りたいことガイドブック

10位

3位

【DVD・ビデオ】

★対人援助のための合同ケースカンファレンスの方法

／内閣府／佐伯印刷

9位

テレビ：

／DVD28分

障害者白書

図書貸出人気らんきんぐ♪BEST10！

1位 自立支援と介護予防
介護予防のまちづくり

VIDEO・DVDデッキ：

／DVD37分

コーディネートマニュアル

基本のき

貸出人気らんきんぐ♪BEST10！
2位

／ｲﾝﾃﾞｯｸｽ・ｺﾐｭﾆｭｹｰｼｮﾝｽﾞ

①こころ、ふれあうまち、あらかわ

☆高次脳機能障害支援

☆新しい介護

（2008年度上半期）

／DVD20分／ジャパン通信情報センター

★地域でささえる障害者の相談

☆実用介護事典

ビデオ・DVD

機材名

／金森重樹他

★市民活動に活かす助成金取得ガイド／プリメド社

★19年度版

ご使用の際は、職員までお申し付けください。

★マンガでわかる自己破産

★自立への子育て／明石洋子／ぶどう社

☆権利擁護相談事例集

貸出前のご確認等にお使いいただけます！

新しい介護

／太田・三好／講談社

☆ありのままの子育て／明石洋子／ぶどう社

ご要望のあったビデオ、DVDの試聴が、バンク内でできる
ようになりました。

あきらめる前にこの一冊／全国生活保護裁判連絡会

福祉／全国社会福祉協議会

マルチメディアDAISY図書は音声にテキスト、画像をシン
クロ（同期）させることができます。これにより、絵本の視
聴もできるようになりました。

マルチメディア化した
DAISY図書は、音声にテキス
トおよび画像をシンクロ（同
期）させることができますの
でユーザーは音声を聞きなが
らハイライトされたテキスト
を読み、同じ画面上で絵をみ
ることもできます。
国内でも平成13年度より社
三匹のこぶたより
会福祉医療事業団の助成によ
り、認知・知的障害者向けマルチメディアDAISY図書の
研究開発も進められています。
さらに平成14年度からは財団法人テクノエイド協会の助成
により、パソコンをキーボードやマウスで操作するだけでは
なくタッチパネルやジョイスティックを使用してマルチメ
ディアDAISY図書にアクセスが可能になるAMIS（アミ）と
いうインターフェイスも開発中とのことです。
現在、情報バンク内のパソコンでは、三匹のこぶた、マッ
チ売りの少女などがご覧いただけます。

DAISYはすべての方に
読む楽しみを提供できるツールです。
DAISYは視覚障害者のほかに学習障害、知的障害、精

神障害 の方にとっても有効であることが国際的に広く認め
られてきています。
例えばアメリカやスウェーデンの録音図書館などではディ

社会福祉8法改正のポイント／厚生省／第一法規

スレクシアへの録音図書のサービスが行われています。

社会福祉法人経営の現状と課題／社会福祉法人経営研究会／全国社会福祉協議会
地域福祉情報バンク通信

創刊号

ぜひ、一度、お試しください！
（説明文は日本障害者リハビリテーション協会の
エンジョイ・デイジーHPより引用）
エンジョイ・デイジー（公式HP）
http://www.dinf.ne.jp/doc/daisy/index.html
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