新着図書の紹介！

新しく加わった図書をご紹介いたします！

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

【図書】（書名／著者・編者名／出版社）
●精神障害のある人と家族のための生活・医療・福祉制度のすべてＱ＆Ａ／森谷康文・杉本豊和、他編／萌文社
○発達障害児の医療・療育・教育／松本昭子・土橋圭子 編／金芳堂
●発達障害と思春期・青年期 生きにくさへの理解と支援／橋本和明／明石書店
○自閉症の親として アスペルガー症候群と重度自閉症の子育てのレッスン／アン・パーマー、モリーンＦ・
モーレル 著／岩崎学術出版社
●福祉、教育、労働の連携による知的障害者の就業・生活支援（ＤＶＤ付）／東京都知的障害者特別支援学校就
業促進研究協議会、他 編／東京都社会福祉協議会
○防災―協働のガイド 自助・共助・公助を超えて／高橋洋・小島誠一郎 著／日本防災出版社
●全国保育士会倫理綱領ガイドブック／柏女霊峰 監修・全国保育士会 編／全国社会福祉協議会
○介護実習指導者テキスト（平成２１年度 新カリキュラムに対応）／（社）日本介護福祉士会 編／全国
社会福祉協議会
●認知症ケア研修ブック（１２の事例から学ぶ大切なこと）／諏訪さゆり／全国社会福祉協議会
○ケアマネジメント（在宅・施設のケアプランの考え方・作り方）／白澤正和・蛯江紀雄 編／全国社会
福祉協議会

図書・ビデオ（ＤＶＤ）の貸出しについて
《利用時間》 月～金曜日・第3土曜日 8時30分～17時（貸出業務は16時30分まで）
《貸出内容》 図書 3冊 2週間まで／ビデオ・ＤＶＤ 3本 1週間まで

※初めて利用される方は、利用登録が必要となりますので、住所を確認できるもの（免許証・保険証など）を
ご持参ください。登録カードを発行いたします。2回目からの利用の際にカードの提示をお願いいたします。

配信中！
ＯＰＥＮ！！
ｈｔｔｐ：//ｗｗｗ．ｋ－ｆｕｋｕｍｉｍｉ.ｃｏｍ
今秋配信をスタートした「かわさき福祉情報サイト・ふくみみ」
、アクセスしていただけましたか？ 市
民のみなさまがお探しの福祉に関する情報をはじめ、川崎市内で活動をしている市民活動・ボランティア
団体の情報、福祉に関する図書やビデオ・ＤＶＤの検索等ができるポータルサイトです。
ふくしに関するみみよりな情報を見つけられる「ふくみみ」
。今号ではこの「ふくみみ」のご利用方法
を、みなさまにお知らせいたします。
～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～
～～～～
まずはアクセス！

川崎市総合福祉センターの１・５・６・７階には、関係機関・団体等の広報誌・イベント・
研修・講座等のチラシや冊子を配布するラックがあります。
ご自由にお持ちいただけますので、ご来館の際には、是非お立ち寄りください！

コピーサービスあります♪
地域福祉情報バンクには、皆様にご利用い
ただけるコピー機があります。白黒のみ、１
枚１０円、サイズはA3までです。事務所入口
の左側に設置してあります。是非、ご利用く
ださい。〔月～金・第３土（祝日・年末年始
を除く）８時３０分～１７時〕

１０月１６日～３０日に、川崎駅東口地下街ア
ゼリア新川通りの川崎市広報コーナーに、「かわ
さき福祉情報サイトふくみみ」の広報展示を行い
ました。２ｍ×４ｍの巨大ポスターをメインに、
全体的に森をイメージして作成しました。短い期
間でしたが、市民の皆様に知っていただく良い機
会となりました。ご覧になった方は、どのような
印象をお持ちでしょうか。（気になります…）

「かわさき福祉情報サ
「地域福祉情報バンク通信」 イトふくみみ」の配信が
スタートしました。まだ
発行月のお知らせ
準備中の部分もあります
３月・６月・９月・１２月の
が、これからも市民の皆
発行です。
様がお探しの福祉情報等
次号は３月１日発行予定です。
を、増やしていきたいと
みなさまからのご意見・ご感想など 思います。また、市内の
を、是非お寄せください。今後の紙 ボランティア活動団体等
面に活かしたいと思っております。 の団体登録も随時受け付
けておりますので、メン
お待ちしています！
バー募集や、研修・講座
Email:jyoho@csw-kawasaki.or.jp
などの広報に、是非ご活
電話：０４４-７３９－８７２０
用ください！
FAX ：０４４-７３９－８７３９

季刊

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
※配布を希望される方は上記までご連絡ください。（登録制）

お立ち寄りください♪

川崎市アゼリア広報コーナー♪
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ふくみみ

川崎

サービス検索

検 索

←こちらが「ふくみみ」のトップ画面です。ここ
で、みなさまがお探しの情報の項目をお選びくだ
さい。
「サービス検索」では、行政の提供するフォー
マルサービスに加え、様々な法人・団体が提供す
る地域に密着したインフォーマルなサポートの情
報を検索できます。
「団体検索」では、各団体の
基本情報、研修・講座、メンバー募集等の情報を
検索できます。また、各団体はＩＤの取得によ
り、直接サイトに情報を掲示できます。
「図書・
ビデオ検索」では、地域福祉情報バンクと川崎市
高齢社会福祉総合センター所蔵の福祉に関する図
書、ビデオ・ＤＶＤの検索ができます。
※「講師検索」
「ふくし教育」については、準備
ができ次第公開していきます。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

下図①～③まで、それぞれのカテゴリーの中から選択して進んでいくと、該当するサービス名の一
覧が表示されます。サービス名を選択すると、そのサービスの内容や対象条件・地域などの情報が表
示されます。詳細ＵＲＬをクリックすると、そのサービスを提供している団体等のホームページへ
ジャンプし、さらに詳しい情報を見ることができます。
①
地域を選択

②
９つのカテゴ
リーから選択

③

④

詳細なカテゴ
リーから選択

サービス名
一覧から選択

⑤

⑥
サービス
の詳細

提供団体等
のＨＰへ

＊＊ ふくみみのご利用方法（１面から続き） ＊＊

特集

成年後見制度に関する本の紹介
団体検索
下図①～③まで、それぞれのカテゴリーの中から選択して進んでいくと、団体名等の一覧が表示されま
す。団体名を選択すると団体の詳細情報が表示されます。さらに詳細ＵＲＬをクリックすると団体のホーム
ページへジャンプします。
（団体ホームページがある場合）

①

②
対象を選択

③

団体区分を
選択

図書・ビデオ検索

詳細な団体
区分から選択

④
団体名一覧
から選択

⑤

⑥
団体の
詳細

団体の
ＨＰへ

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

「図書・ビデオ検索」を選択すると、検索条件を設定する画面になります。
「ジャン
ル」
「メディア」
「保管場所」を選択し、検索ボタンをクリックすると、該当の図書名
（ビデオ・ＤＶＤ名）が表示されます。また、
「キーワード検索」にお探しの図書名等
の一部を入力して検索すると、より絞り込まれた情報（図書・ビデオ・ＤＶＤ名）が
表示されます。

登録団体募集！

ご存知ですか？ ～～ 成年後見制度 ～～
認知症、知的障害、精神障害などの理由で判断能力が不十分な方々は、不動産や預貯金などの財産を管理
したり、身のまわりの世話のために介護などのサービスや施設への入所に関する契約を結んだり、遺産分割
の協議をしたりする必要があっても、ご自身でこれらをすることが難しい場合もあります。また、ご自身に
不利益な契約であってもよく判断ができずに契約を結んでしまい、悪徳商法の被害にあうおそれもありま
す。このような判断能力の不十分な方々を保護し、支援するのが成年後見制度です。
成年後見制度は、大きく分けると、法定後見制度と任意後見制度の２つがあります。また、法定後見制度
は、
「後見」
「保佐」
「補助」の３つに分かれており、判断能力の程度など本人の事情に応じて制度を選べる
ようになっています。
今号では成年後見制度について、ご存知でない方にはまず解りやすく、そしてご存知の方にはさらに詳し
く知っていただける本をご紹介します。
（下記の本は地域福祉情報バンクで貸し出しが可能です。また、下
記の本以外にも、成年後見制度に関する本がございます）

「もっと知りたい！老後と成年後見」
増本 敏子 著／朝陽会

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

「かわさき福祉情報サイト ふくみみ」では、ボランティア・市民活動団体、NPO法人等の団体登録を受
け付けています。団体登録を行うと、サイト上に情報発信の場が提供され、団体の活動紹介ができます。ま
た、ご希望により、団体の簡易ホームページを持つことができ、自らの手でボランティア募集やイベント情
報等の掲載や変更を行うことが可能になります。団体登録する際には簡単な審査があります。審査承認後、
団体登録が完了すると、ご希望の団体にはＩＤとパスワードを発行します。
【団体登録の要件】
対象：主に川崎市内で活動しているボランティア・市民活動団体、ＮＰＯ法人等。
条件：「かわさき福祉情報サイト会員利用規約」に同意すること。
方法：登録・掲載申請書に必要事項を記入後、地域福祉情報バンクに提出してください。
（登録・掲載申請書はサイトよりダウンロードできます。詳しくは、お問い合わせください）

書式 成年後見の実務
～申立てから終了までの書式と理論～
成年後見実務研究会

介護の現場で働く人たちや、近親者を介護してい
る人たちからは、成年後見制度を利用したいという
相談が増えています。その反面、制度が始まってか
ら９年を経過した現在でも、全く知識のない人やど
ういう時に利用したらよいのか分からない人が多い
のも事実です。具体例をたくさん挙げることで、成
年後見制度とはどういうものなのか、どんな場面で
利用すればよいのかを分かりやすく説明していま
す。

編／民事法研究会

参考のために、一般的な書式に加えて、東京家庭裁
判所後見センターの書式等も紹介し、また、申立てに
利用する方々のためのみでなく、審判に携わる方々の
参考にもなるように審判書、主文の記載例も加え、さ
らに、事案に応じてできる限り多様な記載例が紹介さ
れています。
・家事事件としての成年後見事件
・後見、保佐、補助開始の審判申立事件
・後見等開始の審判前の保全処分事件

……他

● 成 年 後 見 制 度 に 関 す る 相 談 機 関

●●地域インフォメーション●●
■「平成２１年度

☆川崎市社会福祉協議会 川崎市あんしんセンター
中原区上小田中6-22-5 川崎市総合福祉センター6階
月～金曜日（祝日は除く）8時30分～17時

かわさきボランティア・市民活動フェア」が開催されます！■

中原市民館において「かわさきボランティア・市民活動フェア」が開催されます。市内のボラ
ンティア・市民活動団体が一堂に会する機会として、年に１度開催されています。今回のテーマは
「行ってみよう！あなたの１歩が社会を変える」です。
ボランティア・市民活動に興味のある方、ちょっと気になるけど敷居が高いと思っていらっしゃ
る方も、どうぞお気軽にご参加ください。
日 時…平成２２年１月３０日（土） １０時～１６時
場 所…中原市民館（中原区新丸子東３－１１００－１２）
問い合わせ…川崎市社会福祉協議会 ボランティア活動振興センター 044-739-8718
(財)かわさき市民活動センター 044-430-5566
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☆川崎市の相続・遺言・成年後見相談
【司法書士】
区役所
川崎区役所
高津区役所
麻生区役所

相談日
第４金曜日
第３水曜日
第１金曜日

電話番号
044-201-3135
044-861-3141
044-965-5119

各相談日（祝日は除く）１３時～１６時
※先着順

TEL 044-739-8727

【行政書士】
区役所
川崎区役所
中原区役所
多摩区役所
麻生区役所

相談日
第１火曜日
第２火曜日
第３火曜日
第４火曜日

電話番号
044-201-3135
044-744-3153
044-935-3143
044-965-5119

☆横浜家庭裁判所川崎支部 家事手続案内
川崎区富士見1-1-3
TEL 044-222-1315
窓口相談：月～金曜日（祝日は除く）10時～11時、13時～15時
2009年 冬号
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