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ǖ歯字式紫屍コ磁ン詞ǖ件 θ斎意見χ 協力員制燵昨6162希望甑 

ǘ利用者仔ン師実詞  

(1)調査檮象 鐚償圻宅福祉サ実似旨利用者世帯及索権利擁護宙業利用者世帯 199世帯 

(2)回率世帯                              99世帯 

新規宙業埼あ傘坤肴作歳三サ治実詞墾昨各サ実似旨腰地域福祉権利擁護宙業昨利用意向削肴い崎朔腰多采昨方栽晒

坤利用際傘墾腰坤将来的削朔利用裁冴い墾碕昨回答燦夌済擦裁冴甑 

斎意見碕裁崎朔腰サ実似旨利用昨都燵腰利用料燦夌采料金体系碕裁冴碕祭山腰料金単価歳高采感載傘碕昨斎意見腰

ǚ栽鏤削ǖ回昨訪問埼朔少作い腰擦冴腰看護師削皿傘相談腰協力員制燵昨6162等削肴い崎斎意見燦夌済擦裁冴甑 

θ※詳裁采朔腰坤新規宙業削関際傘仔ン師実詞調査結果報告墾θ公社埼配漱及索次実痔時実施掲載χ燦斎覧采坂細い甑χ 

斎意見燦基削腰最終案削採い崎朔腰烝間 12 万付埼ソ実斯而識ワ実始実削皿傘烋均鏤ǘ回擦埼訪問雑可能作寺鹿ン

燦設定裁腰看護師鯖福祉専門職削皿三⺿時電話埼相談燦採溜砕際傘祭碕碕裁擦裁冴甑協力員制燵削肴い崎朔廃溺際傘

祭碕碕裁擦際歳腰国歳進薩傘地域支援宙業昨展開燦踏擦え腰次実痔慈識寺セン祉実武蔵褫削採い崎腰跳護保険碕朔別

削サ実似旨蛬供燦行う祭碕等削肴い崎検討裁崎擦い三擦際甑 

 

 権利擁護宙業朔腰地域福祉権利擁護宙業θ東京都社会福祉協議会委う宙業χ燦活用裁展開裁擦際甑擦冴腰師仔爾資

施而実燦朔載薩碕際傘多様作圻宅福祉サ実似旨燦補充補完裁腰鐚償圻宅福祉サ実似旨歳伝統的削蛬供裁崎済冴親族機

能昨鎚行腰生涯燦通載崎斎利用者削寄三添い支援際傘機能燦堅持質6162際傘坤肴作歳三サ治実詞宙業墾燦新設裁擦際甑

檮象者朔腰独居雑裁采朔嵃参傘親族昨い作い方等埼腰基鑚サ実似旨碕ǜ肴昨個別サ実似旨埼構耨細参擦際甑 

概要朔次時実施燦斎覧采坂細い甑 

※烋耨 29烝ǚ鏤鑽擦埼朔腰斎希望削皿三現圻昨サ実似旨燦蛬供裁擦際甑 

 

 新規宙業歳決定裁擦裁冴晒詳細燦採伝えい冴際予定埼際歳腰福祉公社埼朔腰超後雑滲民昨皆様歳坤ふ傘細碕武蔵褫墾

埼晧心裁崎老後生活燦送参傘皿う力燦尽采裁擦際昨埼腰宜裁采採願い申裁琢砦擦際甑 

作採腰詳裁采朔圻宅サ実似旨課後見係θ電話 23－1165χ擦埼斎連絡采坂細い甑 

＜紙面稱ら＞ 

新規事業案ゃンヶ▷茨結果報告  ◁◁◁   ⒊ペ▷ジ 

敬老会  敬老のつどい       ◁◁◁   ⒋ペ▷ジ    

硼役立ちナビ エン芦ゅンヵノ▷茨  ◁◁◁   ⒌ペ▷ジ 

硼知らせ  窗レ▷コ滬ム       ◁◁◁   ⒍ペ▷ジ 

 

 

 

 

 

 

福祉ツ社┏ﾎ昭和 55年に設立ビれた全国初┎行政関与型在宅

サヸビ]機関┇ベﾏ誌名ﾘ羅針盤ﾙ┏パ利用者を包括的に支援

ブﾎそ┎人生┈共に歩むサヸビ]┎基本姿勢を表ブたも┎┇ベﾏ 

発行日 烋成 26烝 10月 10日懇第 19号θ月刊χ昏  

編集・発行  公益財団法人 武蔵野市福祉公社          

福祉ツ社通信 

┻ラ]ト 後藤章 

坤秋歳耿晒燦薩犀榊崎い傘甑空朔清采腰超鯖腰午後埼あ傘甑墾 

19世紀詩使肢昨哲学者昨言葉埼際甑 

爽気歳深擦三腰山々歳彩晒参傘季節碕作三擦裁冴甑 

皆様削朔腰斎自愛昨琢腰採健鯖栽削採過斎裁託細い甑 

 

 
 

 鐚償圻宅福祉サ実似旨削鎚わ傘新宙業案削肴い崎腰祭昨ǜ鏤削現行サ実似旨斎利用者匙昨仔ン師実詞燦実施裁腰あ

わ在崎羅針U 4鏤号埼広采斎意見燦募集い冴裁擦裁冴甑祭昨燵腰罪昨結果碕斎意見燦律映裁冴新宙業昨最終案歳擦碕

擦三擦裁冴昨埼腰採知晒在い冴裁擦際甑皆様削朔腰斎協力燦賜三腰誠削鐚難う斎菜い擦裁冴甑 

 



 

 

 

 

 

高齢者総合セン祉実朔敬老昨日削開館細参崎い擦

際甑祭参削合わ在腰視使サ実似旨昨敬老会雑敬老昨

日削開催裁崎い擦際甑超烝朔腰49隣昨斎利用者碕斎

家族 5隣腰滋鹿ン至伺仔昨皆様腰出演者昨方々碕職

員燦合在傘碕総勢 83隣歳視使サ実似旨セン祉実削集

い擦裁冴甑 

斎利用者昨健康長梹燦採3/11い際傘演目朔腰社会活

動セン祉実昨自主市識実寺坤仔ロ雌質侍始師質児鹿

サ実屍識墾昨皆様削皿傘児鹿私ン旨碕旨祉紫児昨晧

来節埼際甑 

児鹿私ン旨朔児鹿昨精4/11埼斎利用者昨長梹燦梹

災腰策鮫う済珊作晧来節朔爆笑燦誘い擦裁冴甑 

斎利用者昨斎家族雑晧来節削飛索入三参加細参腰

和気あいあい腰削災鯖栽削敬老会朔進行裁擦裁冴甑 

採3/11い昨昼食雑好評埼裁冴甑 

斎利用者雑斎家族雑滋鹿ン至伺仔雑楽裁札腰元気

削作傘視使サ実似旨燦目指裁崎腰祭参栽晒雑練三削

練榊冴企き燦考え崎擦い三擦際甑 

 

 

 

戻か高齢者セン祉実朔腰搆烝 9鏤削坤敬老昨肴鷺い墾燦

開催裁崎い擦際甑 

超烝朔 9鏤 17日削腰音楽滋鹿ン至伺仔昨コ実鹿旨碕爾

式ン飼＆歯実始紫斯ョン昨演奏燦楽裁札腰採3/11い膳燦賞味

裁崎腰斎利用者昨長梹燦梹災擦裁冴甑 

祭昨会削朔斎利用者 53隣腰滋鹿ン至伺仔 12隣歳参加細

参擦裁冴甑 

音楽滋鹿ン至伺仔昨皆様朔腰漫き仔ン歯ン爾ン昨作者昨

鯖作在冴栽裁作詞昨坤歯ン施実碕糸ン歯ン施実墾作鷺全 11

曲燦擦斎祭山祭薩崎歌い腰斎利用者瀧輪朔罪参削聞済入三

擦裁冴甑 

爾式ン飼＆歯実始紫斯ョン昨演奏埼朔腰武蔵褫音大卒業

昨若々裁い忠人昨女性奏者歳腰楽裁い採裁皐冊三碕見宙作

演奏燦聞栽在崎采参擦裁冴甑 

爾式ン飼朔長細θ間口χ 

2.8m腰奥行約 1.5m昨 

大済作楽器埼際歳腰採 

忠人朔自圻削罪参燦操 

三奏埼腰参加者瀧輪肴 

殺災坂細参傘隣曲昨数 

々燦堪能裁擦裁冴甑 

斎利用者採策碕三 

採瀧人昨斎長梹燦採 

3/11い埼済腰素晴晒裁 

い瀧日埼裁冴甑 

 

 

 

(1)肴作歳三寺鹿ン(120,000付/烝) 

質鏤削 1回θ時間χ昨定期訪問削加え腰個別サ実似旨燦烝間 12回θ時間χ擦埼腰利用可甑 

質鏤ǘ回昨電話腰専門職削皿傘電話相談他 

(2)基鑚寺鹿ン(5,000付/鏤) 

鏤ǘ回昨コ実識サ実似旨甑ǚ始鏤削ǖ回ソ実斯而識ワ実始実歳訪問 

鏤ǘ回昨電話腰専門職削皿傘電話相談他    θ初回契約時腰契約更新時削別途腰ɔ録料歳必要碕作三擦際χ 

(1) 入院質入所等支援サ実似旨 入院中昨手62済腰入院費昨支払い等腰入院質入所時削必要作サ実似旨燦蛬供際傘甑 

(2) 緊急支援サ実似旨 急作体調悪尤削皿傘緊急溜診腰入院質入所昨際腰自宅又朔医療機関削駆砕付砕支援際傘甑 

      (時間利用料+昼 500付/回腰夜間休日 2,000付/回) 

(3) ⺿時訪問サ実似旨 必要削応載崎ソ実斯而識ワ実始実歳訪問裁腰日常生活昨相談腰必要作支援燦際傘甑 

(4) 没後支援サ実似旨 火葬腰納骨栽晒家財整理腰医療等昨支払い腰行政機関匙昨諸届等腰没後昨宙務処理燦行う甑 

      θ利用料朔別途見積χ 

 

 



 

   

高齢者総英センタヸ ふれあい文粟祭 

＆ デ┻サヸビ]センタヸ 作品展 

社会活動セン祉実溜講者昨方々昨日夤昨活動耨果燦斎披露

裁擦際甑作品展腰各講燼æ表会腰雌実示ニ始コンサ実詞腰 

新宿う冴斎え喫茶ｗ碕雑裁索ｘ昨旨至実施腰コ璽ュニ至伺質

始児史作鷺腰実三昨秋削セン祉実昨文尤雑結実裁擦際甑 

視使サ実似旨作品展朔腰斎利用者歳寺ロ市鹿痔埼心燦祭薩

崎作三琢砦冴労作腰滋鹿ン至伺仔昨皆様碕共輪制作裁冴品々

作鷺多彩作展示埼際甑皆様腰ふ傘榊崎斎参加采坂細い甑 

日 時 11鏤 13日(木)栽晒 11鏤 15日(土) 

10時栽晒 16時θ15日朔 15時擦埼χ 

問合在 社会活動セン祉実θ℡ 51－1975χ匙 

老いプたく講座 

誰削埼雑訪参傘老い削備え腰元気作う阪栽晒準備

裁崎腰尊厳あ傘老後生活燦築済擦裁鮫う甑 

日時   10鏤 21日θ火χ 13時 30分栽晒 15時 

場所   高齢者総合セン祉実 

不容   耨烝後見制燵削肴い崎 

問合在質申込 圻宅サ実似旨課後見係 23－1165 

 

    

 

＜嗣ン視伺ン市賜実詞碕朔  罪昨効用朔 ＞ 

終鑽期鯖没後作鷺腰斎自身埼意思表示埼済作い場合削備え腰自分昨情報腰意思腰希望作鷺燦 

擦碕薩冴雑昨埼際甑自分昨頭昨中削あ傘祭碕朔腰文數削裁言葉削æ裁作砕参柵誰削雑分栽三擦在珊甑 

嗣ン視伺ン市賜実詞朔腰斎自分昨意思燦確認裁腰罪参燦可視尤裁崎他者削示際肢実識θ暑具χ埼際甑 

斎家族鯖身近作方々削碕榊崎昨行動指針埼雑あ三擦際甑祭参燦用意際傘祭碕埼腰斎自分昨 

希望燦実現裁腰斎家族昨戸惑い燦少作采裁擦際甑 

＜不容朔＞ 

大済采わ砕崎 3肴あ三擦際甑会 栽栽三肴砕医鯖預貯金腰終鑽期医療昨希望作鷺坤生前昨情報質 

希望削肴い崎墾解 葬儀腰採墓昨希望作鷺坤没後昨希望削肴い崎墾回 家族匙昨感謝昨言葉作鷺 

坤身近作人匙昨想い昨伝署墾埼際甑 

＜遺言碕昨涉い＞ 

遺言碕朔涉い腰嗣ン視伺ン市賜実詞削法的拘束力朔あ三擦在珊甑罪昨冴薩腰嗣ン視伺ン市賜実詞削遺言宙項燦ぇ

載裁崎雑腰希望通三削作晒作い祭碕歳あ三擦際甑没後昨財産処理等削肴い崎朔腰遺言燦作耨裁擦裁鮫う甑 

＜福祉公社昨実践＞  

福祉公社朔腰昭和 56烝栽晒圻宅福祉サ実似旨削皿三総合的作斎利用者支援燦実践裁崎済擦裁冴甑 

罪昨過程埼腰斎利用者歳腰最期擦埼尊厳燦持榊崎自分晒裁采生済傘冴薩削朔腰坤来裁方墾燦振三返三腰坤行采鑽墾

削思い燦致際腰老い支燵昨必要性燦痛感裁腰長烝削亘三腰罪昨賜司雌司燦蓄積裁崎済擦裁冴甑祭参燦滲民昨皆様削

採伝え埼済傘皿う嗣ン視伺ン市賜実詞講燼燦行榊崎い擦際甑θ日程朔 4時実施燦斎参照采坂細い甑χ 

 

 

 

 

8鏤 27日削高齢者総合セン祉実4艹研修室埼腰札鷺三昨輪燦開催裁擦裁冴甑講師削坤訪問看護旨至実斯ョン

細細え墾昨管理者大江寛氏燦採迎え裁腰斎参加昨 11隣歳坤訪問看護墾削肴い崎学索擦裁冴甑 

 擦剤腰訪問看護昨制燵鯖利用方法削関際傘解説歳あ三腰訪問始飼ン昨中身雑見在崎雑晒い擦裁冴甑 

体温計腰血坎計鯖歯識旨士姿斯磁実祉実θ血中酸素捥和燵燦測傘機器χ昨医療用具腰筆ぇ用具腰朔細札腰爾施

紫屍腰付箋腰諸資料等腰斎利用者昨健康燦晤傘必須昨品々歳入榊崎い擦裁冴甑 

次削磁紫セ実施燦伝え傘市識実寺ワ実屍燦行い擦裁冴甑瀧人歳知榊崎い傘図形燦腰他昨磁ン飼実歳会話栽晒

聞済流三腰協力裁崎蛩済擦裁冴甑坤何栽燦伝え冴い墾碕いう相手昨磁紫セ実施燦塡確削溜砕流傘祭碕昨難裁細

燦実感裁腰認知症鯖心昨病燦抱え冴方冴阪匙昨支援雑腰卓寧削目的燦持榊崎行うコ璽ュニ師実斯ョン昨積札裴

搾歳裴要埼あ傘祭碕燦学索擦裁冴甑 

坤訪問診療等他制燵碕昨涉い歳分栽榊冴墾腰坤傾聴技術碕昨共通点燦感載冴墾 

碕いう斎感想鯖腰坤具体的作利用方法燦知三冴い墾腰坤知人歳認知症削作榊崎裁 

擦榊冴歳腰鷺昨皿う削接裁冴晒皿い栽墾碕いう斎参加者栽晒昨質問燦夌済腰 

罪参財参昨経験燦分栽阪合う貴裴作時間碕作三擦裁冴甑 

札鷺三昨輪歳交流鯖学索合い昨場碕作傘皿う腰超後雑様々作企き燦 

実施裁崎い済冴い碕斂載擦際甑 

 

 

 

滲役所職員燦装榊崎信用細在腰金銭燦詐流際傘犯罪歳崦æ裁腰実際削被害雑æ生裁崎い擦際甑 

高齢者支援課鯖保険課後期高齢者医療係削腰坤不審電話歳あ榊冴墾碕昨問い合わ在歳多数寄在晒参崎い擦際甑 

滲役所歳電話埼還付等昨手62済燦滲民削指示際傘祭碕朔あ三擦在珊甑現圻腰臨時福祉給付金昨手62済宙務雑

始擦三腰罪参削栽祭肴砕崎昨悪質作手口雑予想細参擦際甑滲民昨皆様削朔腰采参犀参雑斎注意采坂細い甑  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

次号朔烋耨 26烝 11鏤 10日æ行予定埼際甑 

 

福祉ツ社ホヸムペヸ[ 

URL http://www.fukushikosha.jp/ 

 

 

東京都武蔵野市衛祥寺袷町鰆－鰤－鰆 

バ]停ﾘ武蔵野ッ幡宮前ﾙ下車 

☎0422-23-1165鰺総務課ﾎ在宅サヸビ]課鯲 

☎0422-23-2611鰺ホヸムヘルプセンタヸ武蔵野鯲 

 

東京都武蔵野市緑町鰈－４－鰆 

バ]停ﾘ武蔵野住宅ﾙ下車 

☎0422-51-1975鰺管理ヷ社会活動センタヸ鯲 

☎0422-51-1974鰺在宅介護支援ヷ補助器具センタヸ鯲 

☎0422-51-2933鰺デ┻サヸビ]センタヸ鯲 

 

東京都武蔵野市衛祥寺袷町４－鰆－鰆６ 

☎0422-54-5300 バ]停ﾘ袷町四丁目ﾙズら徒歩三分 

武蔵野市福祉ツ社ヷホヸムヘルプセンタヸ武蔵野 

 

武蔵野市立高齢者総英センタヸ 

 

武蔵野市立袷町高齢者センタヸ 

 

業務時間 8鰡30～17鰡15鰺全┆共通鯲 

 

            第 5回 窺経験裁崎わ栽榊崎采傘祭碕丑     戻か高齢者セン祉実 琢ゅ 痛子 

娘歳小学校 1烝生昨時腰子猫歳迷い込珊埼済冴昨埼腰始子榊子昨細札裁細燦紛晒わ在傘冴薩腰罪昨猫燦捃い始薩擦

裁冴甑罪参栽晒早 20烝近采削作三擦際歳腰次々碕職場昨関係者栽晒雑晒榊崎腰子猫燦育崎傘昨朔超回 4匹目埼際甑  

超燵昨猫朔碕崎雑活æ埼勝気埼腰い擦細晒作歳晒削腰猫削雑罪参財参性格碕言う栽気性歳涉う祭碕燦実感裁崎い擦

際甑人間昨子育崎昨時雑罪う埼裁冴歳腰子猫昨裁肴砕雑思う皿う削作晒剤腰日々振三回細参崎い擦際甑 

経験燦裴搾崎朔載薩崎坤わ栽榊冴墾祭碕歳他削雑多々あ三擦際甑老眼昨う榊碕う裁細腰五十肩昨肴晒細腰認知症削

作榊冴捩親匙昨い晒坂阪等々腰私朔看護師作昨埼知識埼朔病気昨祭碕朔知榊崎採三腰分栽榊崎い傘肴雑三埼い擦裁冴甑

埼雑腰実際削自分昨身削起済崎采傘碕腰思榊崎い冴通琢削罪昨不自ょ細鯖生活匙昨影響昨大済細腰感情コン詞ロ実識

昨困難細燦実感裁崎い擦際甑老い碕昨肴済あい朔自分自身碕裁崎雑家族跳護昨問題碕裁崎雑腰鯖朔三冴い匙珊作祭碕

埼際搾甑                     ⇒ 次回朔高齢者総合セン祉実   小褫 宗祐 

ツ社ズら┎ジ知らせ 

エンデ┺ングノヸト講座 

～来裁方燦振三返三腰行采鑽削思い燦致際～ 

日時  10鏤 28日θ火χ 13時 30分栽晒 15時 

場所  福祉公社瀧艹会議室 

問合在質申込 圻宅サ実似旨課後見係 23－1165 

老いプたく講座 

誰削埼雑訪参傘老い削備え腰元気作う阪栽晒準備

裁崎腰尊厳あ傘老後生活燦築済擦裁鮫う甑 

日時   10鏤 21日θ火χ 13時 30分栽晒 15時 

場所   高齢者総合セン祉実 

不容   耨烝後見制燵削肴い崎 

問合在質申込 圻宅サ実似旨課後見係 23－1165 

 

高齢者総英センタヸ ふれあい文粟祭 

＆ デ┻サヸビ]センタヸ 作品展 

社会活動セン祉実溜講者昨方々昨日夤昨活動耨果燦斎披露

裁擦際甑作品展腰各講燼æ表会腰雌実示ニ始コンサ実詞腰 

新宿う冴斎え喫茶ｗ碕雑裁索ｘ昨旨至実施腰コ璽ュニ至伺質

始児史作鷺腰実三昨秋削セン祉実昨文尤雑結実裁擦際甑 

視使サ実似旨作品展朔腰斎利用者歳寺ロ市鹿痔埼心燦祭薩

崎作三琢砦冴労作腰滋鹿ン至伺仔昨皆様碕共輪制作裁冴品々

作鷺多彩作展示埼際甑皆様腰ふ傘榊崎斎参加采坂細い甑 

日 時 11鏤 13日(木)栽晒 11鏤 15日(土) 

10時栽晒 16時θ15日朔 15時擦埼χ 

問合在 社会活動セン祉実θ℡ 51－1975χ匙 


