2013 年度日本ソーシャルワーカー協会総会・神奈川大会のご案内
厚生労働省は去年 12 月時点での生活保護受給者が、全国で 215 万 1,165 人（1.570.823 世帯）と８
ヵ月連続の過去最多を更新したと発表した。その受給者の内訳を見ると高齢者 681.229 世帯を始めと
し、母子 115.631 世帯、障害者 179.938 世帯を占めている。こうした中で、安倍政権は参議院選挙後
の本年 8 月に、生活保護費の削減を打ち出している。
生活に困窮した際の最後のセーフティ・ネットである生活保護の削減は、国民生活に如何なる影響
と結果をもたらすのであろうか。改めて、社会福祉の多様な支援の場で貧困に取り組む現状と課題に
迫りたいと考える。
喜多祐荘 （神奈川県ソーシャルワーカー協会会長）

神奈川大会会長

会期

2013 年 5 月 25 日（土）

会場

田園調布学園大学 〒215-8542 神奈川県川崎市麻生区東百合丘３－４－１

問い合わせ先
宿泊施設
大会テーマ
会期
会場

電話 044044-966966-9211 中村研究室（携帯）090
中村研究室（携帯）090090-72637263-5548

小田急小田原線

新百合ヶ丘駅徒歩 1 分

貧困と闘う
2013 年 5 月 25 日（土曜日）
田園調布学園大学図書館地下ホール（神奈川大会）
田園調布学園大学図書館地下ホール（神奈川大会）

プログラム 5 月 25 日
第一部
9 時 00 分 理事会 (2 号館 2 階
11 時 00 分 総 会 (2 号館 2 階
12 時 00 分 昼食・休憩
第二部

ホテルモリノ

第 2 会議室)
会議室)
第 2 会議室)
会議室)

13 時 00 分 受付開始
13 時 30 分 開会宣言
喜多 祐荘 （神奈川県ソーシャルワーカー
神奈川県ソーシャルワーカー協会
ソーシャルワーカー協会会長
協会会長）
会長）
13 時 35 分 歓迎の挨拶 岡本 民夫 （日本ソーシャルワーカー協会会長）
日本ソーシャルワーカー協会会長）
13 時 45 分 記念講演
阿部 志郎氏（
志郎氏（日本ソーシャルワーカー協会
氏（日本ソーシャルワーカー協会顧問）
日本ソーシャルワーカー協会顧問）
「わがキリスト教
わがキリスト教社会館と地域住民
キリスト教社会館と地域住民」
社会館と地域住民」
15 時 00 分 シンポジューム 「貧困と闘う」
シンポジスト：
シンポジスト：1.川崎桜本教会牧師・田園調布学園大学
1.川崎桜本教会牧師・田園調布学園大学 教授 鈴木文治氏
鈴木文治氏
教会の礼拝堂でホームレス支援、「ホームレス障害者」著者
2.NPO 法人「花みずき」事務局長
大塚加代子氏
大塚加代子氏
家族間暴力の被害女性を支援する
ぺ ぇ じ ゅ うど
3.川崎市ふれあい館前館長・青丘社理事長
裵重度氏
3.川崎市ふれあい館前館長・青丘社理事長
在日コリアンが抱える差別と貧困に取り組む
コーディネーター： 日本女子大学 教授
木村眞理子氏
木村眞理子氏
17 時 20 分 終了

第三部 18 時 00 分 懇親会
20 時 00 分 終了

朝鮮民族舞踊

( 4 号館地階

学生食堂)
学生食堂)

大会・懇親会参加申込みのご案内
1.事前参加申込みについて
参加の事前申込みは、下記の口座にお振込みください。また事前申し込みを原則とします。

①ゆうちょ銀行から振り込む場合；
10250 94683951 カナガワケンソーシャルワーカーキョウカイ、振込み手数料は参加申込者負
担（青色用紙使用）でお願いいたします。用紙の通信欄に会員 3，０００円、懇親会：５，０００円と
記載してください。
②他銀行からゆうちょ銀行に振り込む場合；
｛店名｝〇二八

｛店番｝028 ｛預金種目｝普通預金 ｛口座番号｝9468395

2.参加費について
参加費:会員 3，000 円、一般参加者 1，000 円、学生 500 円です。
懇親会:参加費は 5，000 円です。

３．申込み締切日：５月１７日（金）

日本ソーシャルワーカー協会総会・神奈川大会 会場アクセスマップ

田園調布学園大学
〒215-8542

神奈川県川崎市麻生区東百合丘３－４－１

電話 044-966-9211 中村研究室

2

【会場】
【学内マップ】
神奈川大会（記念講演・シンポジューム）会場・・・・ 図書館地下ホール

会場案内図
会場：田園調布学園大学には、ホテルＭＯＬＩＮＯ
ホテルＭＯＬＩＮＯの地下タクシー乗り場から
ホテルＭＯＬＩＮＯの地下タクシー乗り場から 5～6 分（800
分（800 円
～900 円）です。4
円）です。4 人で乗り合わせますと、バス料金と同額です。またタクシー乗車の際には、
「田園調布学園大学正門」と伝えると地図にある正門に到着します。

４号館地階学生食堂
懇親会

会場

２号館２階 第２会議室
理事会・総会

会場

図書館地下ホール
神奈川大会

会場

バス停
ここからも入れます

正門

ホテルＭＯＬＩＮＯ
ホテルＭＯＬＩＮＯ

宿泊予約・交通案内
宿泊予約・交通案内

神奈川大会の会場付近には、ホテルＭＯＬＩＮＯしかありません。そこで当ホテルを
ホテルＭＯＬＩＮＯしかありません。そこで当ホテルを 24
日 25 名予約、25
名予約、25 日 25 名予約を確保しています。
名予約を確保しています。
2 週間前まで宿泊予約を済ませてください。
田園調布学園大学中村
田園調布学園大学中村の名前で予約しております
中村の名前で予約しております。
その後は、予約部屋をキャンセルさせていただきます。
の後は、予約部屋をキャンセルさせていただきます。
電話で予約の場合

044044-953953-5111(代表)
5111

〒215-0021 神奈川県川崎市麻生区上麻生 1-1-1 http://www.hotelmolino.co.jp

飛行機をご利用の場合
空港リムジンバスにて「羽田」から新百合ヶ丘行きで
空港リムジンバスにて「羽田」から新百合ヶ丘行きで約
から新百合ヶ丘行きで約 70 分【大人 1300 円】
第１ターミナル＆第２ターミナル １階 11 番 乗り場

電車利用の場合
小田急線「新百合ヶ丘」駅で下車
小田急線「新百合ヶ丘」駅で下車
「新宿」駅から約
27 分 (快速急行・ロマンスカー21 分～)
「新宿」
「小田急多摩センター」駅から約
9分
「小田急多摩センター」
「町田」駅から約
9分
「町田」
「新横浜」駅から約
40 分 (JR 横浜線「町田」駅のりかえ
「新横浜」

