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梅雨明け後の猛暑の急襲。それが連日、大波のように

押し寄せた 8月でした。しかし、やっと朝夕の風に新秋

の気が宿り、こころもからだも、ホッと一息つく、今日

この頃です。花野は秋の季語。9 月の草花の咲き満ちた野

原が目に浮かびますが、それに似て、今月は敬老祝賀行

事が各所で多彩に開催されます。皆様には、是非、足を

お運びになり、健康長寿の祝意にお応えください。 

 

９月号 

令和元年 ９月 10日 発行 

 

第 78 号 月刊 

福祉公社は、武蔵野市が全国に先
駆け、昭和 55 年に設立した在宅
サービス提供機関です。 
 
誌名「羅針盤」はご利用者を包括
的に支援し、その人生と共に歩む
サービスの基本姿勢を表したもの
です。 
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いきいきサロンは、65歳以上の市民の集いの場。運営は住民団体やＮＰＯ法人などで、各地域の在宅介

護・地域包括支援センターに所属する生活支援コーディネーターが、その自主活動の支援をしています。 

高齢者総合センター在宅介護・地域包括支援センターの担当地域では 5か所のサロンが活動しています

が、本年４月、八幡町で産声を上げた「だいこんサロン」もそのひとつです。 

いきいきサロンでは介護予防のための健康体操など様々なプログラムが行われています。だいこんサロ

ンでは、地域に伝わる「むさしのの民話」の読み聞かせを中心に、発声練習やストレッチ、朗読劇などユ

ニークなプログラムを実施しています。八幡町の劇団トマト座がサロンで行う体操の監修を担当し、朗読

の指導者は市内在住の放送作家はたせいじゅん氏です。 

舞台経験のある神野カオルさんを代表に、10名の参加者が週１回、都営住宅の集会所で活動していま

す。参加者の「千両役者」ぶりと、はたさんの演出で、むさしのの民話の世界は、郷愁にも似た土の匂い

と共に色鮮やかに輝き、展開します。また、千川小学校との世代間交流「読み聞かせの会」への参加、本

町地区のイベント出演など、活動も拡がりを見せています。 

取材の際、「こんなサロンが欲しいから、だれか作ってくれないかしらと思っていたら、自分たちでや

ることになっちゃって」と笑う神野さん。参加者に朗読の楽しみを伝えるはたさんは、長くハワイで暮ら

した経験もあり、「ずっと地域貢献がしたかった。だいこんサロンはオリジナリティのあるサロン。小さ

いところから何かを発信できるサロンに」、とビジョンを語ります。 

体操やストレッチで体をほぐし、発声練習や朗読でますます元気に、そして心豊かにアクティブに！ 

だいこんサロンは今後も八幡町から広く発信し続けます。 

読み聞かせの会（朗読を聞き絵を描く小学生） 

 

熱心な朗読指導 
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福祉公社は、ご利用者の財産管理に関する権利擁護

事業等の適正性、透明性、公平性等を担保するため、

社内での二重、三重のチェックに加え、運営監視委員

会を設置し、第三者による監視を受けています。 

この権利擁護事業等運営監視委員会が７月 26 日に開

催されました。監視対象は平成 31 年１月１日から令和

元年６月 30 日まで行った業務です。 

萱場理事長は冒頭の挨拶で、「武蔵野市では、成年後

見制度利用促進基本計画を策定するために６月４日に

策定委員会がスタートした。福祉公社から小島常務が

委員として参加し、計画作りに積極的に関与してい

く。令和元年度中には計画が完成し、成年後見制度利

用促進への具体的な取り組みが固まるものと期待して

いる。この計画の行方によっては、権利擁護センター

の在り方も大きく変わっていくと考える。『住み慣れ

た所で一生を』と言う福祉公社理念の実現に向け、信

頼に応えるため、この事業の透明性、健全性を確保す

るため運営監視委員会は重要な役割を持つ」旨、述べ

ました。 

事務局報告は、利用者数の推移、新規案件・終了案

件のサービス提供状況等の説明、権利擁護事業等の最

近の状況などです。 

ご利用者数は成年後見人等受任 133 名、地域福祉権

利擁護事業 30 名、生活保護受給者金銭管理支援事業

28 名などで、監視対象期間中の金銭管理（出納）は

2,252 件でした。 

委員会に先立つ７月 12 日の 9 時 30 分から 16 時ま

で税理士の亀田委員他 2 名体制で、新規契約者の保管

物や期間中の各事業の全ての出納を悉皆調査し、いず 

れも適正に管理されていることが確認されました。 

各委員からは、電子マネー、後見監督、市民後見

人、法人後見のメリット、老い支度やエンディングノ

ートなどに関する活発な質問が出ました。 

小原委員長から「金銭管理は良好に行われている。 

また、関係機関ともよく連携して支援に取り組んでい

る。今後も透明性を保って事業運営を行ってもらいた

い」と講評されました。「老いじたくは財産管理から」

とは、権利擁護センターの顧問中山二基子弁護士が、 

20 年近く前から提唱していたことです。 

ケアマネジャーが各種の福祉サービスをマネジメン

トしても、守備範囲は財産管理まで及びません。福祉

公社は昭和の時代から蓄積したご利用者の財産管理ノ

ウハウを活用して、皆様の健やかな老後を支えます。   

今後も運営監視委員の助言を得て、事業の透明性、健

全性を維持し事業を運営いたします。 

令和元年度 第１回 権利擁護事業等運営監視委員会 

 

権利擁護事業等運営監視委員 （写真左から順に）  

勅使康友委員(司法書士 リーガルサポート東京) 亀田義治 

委員(税理士) 小原光文委員長(NPO法人ＭＥＷ事務局長)  

杉田哲朗副委員長(前・武蔵野市民社会福祉協議会事務局長) 

矢島和美委員(武蔵野市民生児童委員協議会代表会長) 

高齢者総合センター 

 

高齢者総合センターでは、毎年 7月に納涼囲碁将棋大会を開催しています。センターの前身の福祉会館以来

の伝統行事です。今年は 26日の将棋大会に 17名、31日の囲碁大会に 56名の方が参戦されました。 

対局は計４局ですが、猛暑をも凌ぐ、白熱の戦いが展開されました。 

優勝者は、将棋大会は藤本登志和氏、囲碁大会は四段以上の部が竹下登氏、初段以上の部が坂栄潤氏、 

級の部が國分靖彦氏でした。皆様、優勝おめでとうございます！ 

 

 

 

 

将棋大会 囲碁大会 

「疲れた～。でも後半も頑張る！」と初参加の

方、「いつかは上位者に勝ちたい」と闘志を燃やす

常連さん。対局中は真剣勝負でも、対局後は終始和

やかで、皆様、生き生きと楽しそうな大会でした。  

次回は来年１月、新春大会。ぜひ、ご参加ください！ 
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敬老落語会 

13時 開場 13時 30分 開演 ５階ホール 

落語芸術協会初の女性真打、桂右團治師匠によ

る落語と寄席の踊りかっぽれ、やなぎ南玉師匠の

江戸曲独楽(えどきょくごま)。 

 

 

 

 

 

 

 

 

やなぎ南玉師匠→ 

←桂右團治師匠 

「 

皆様の健康長寿を寿ぎ、今年も祝賀行事を 9月 16日（月・祝）に高齢者総合センターで開催いたします。 

市内在住の 60歳以上の方の多数のお越しをお待ち申し上げます。 

 

 昭和 62年にセンターが開設されて以来、毎年 10月に、

はなみずき祭りを開催しています。地域のボランティア 

の皆様が参画し、関係者が、心ひとつに盛り上げる集い

に、どうぞ皆様、お越しください。 

日時：10月 12日（土）10時 30分から 13時 30分 

場所：北町高齢者センター 

内容：・利用者作品展示（展示期間 1週間） 

書道・美術・手芸の各プログラム作品 

・バザー  

粘土・手芸・園芸(寄せ植え等)のボランティア

班の作品 

・体験  

粘土・手芸のボランティア班の方々とご一緒に 

・軽食販売 (11時から予定)  

おにぎり・鶏のから揚げ・豚汁 等 

・お楽しみ  

歌声ひろば・フラダンス・武蔵野産青空野菜市 

バルーンアート 

メモリアルルーム 特別開室 

10月 10日（木）はセンターの創立記念日です。 

10時から 16時まで、特別に、山﨑倫子先生・浩先生の

メモリアルルームを開室します。どうぞ足をお運びにな

り、武蔵野の福祉の先人を偲んでください。 

北町高齢者センター 

 恒例 はなみずき祭りのお知らせ 

 

武蔵野理容組合加盟店の理容師の皆様による 

チャリティー100円ヘアカット   ９時 30分受付 10時開始 ３階 

定員（30名）に達し次第終了します。市民社会福祉協議会への寄付 

100円を頂きます。年齢が確認できる書類をお持ちください。 

囲碁将棋コーナー開放 ９時から 16時 30分 ３階 

どなたでもご自由にお楽しみください。 

 

 

 

 

 

 

 

高齢者総合センターデイサービス 

77 歳の年の差 !? ～そんなの関係ねぇ～ 

夏休み期間に学生ボランティアが多数、活動

しています。ホールでの接遇だけではなく、プ

ログラムにも参加し、特技も披露しています。 

ご利用者と一緒に炭坑節を踊り、詩吟を吟じ

フランス語が話せる学生が講師となり、「ボン

ジュール」「ジュテーム」と一緒に発音の練習

をしたり・・・、いつものデイサービスの雰囲

気と少し違います。ご利用者は口々に「たいし

たものだ」「可愛いわね」「孫みたいだわ」と満

面の笑みでとても嬉しそうです。 

そんな中でも 95 歳のご利用者が 18 歳の学生

ボランティアに「恋心」を告白!! スタッフから

「77 歳、お年が違いますよ」と言われると、

「年の差なんて、そんなの関係ねぇ～」とニコ

ニコ♡ 学生にはご利用者を若返らせる不思議  

な力があるのかもしれないですね。 

学生ボランティアの皆様、たくさんの元気を

いただき、本当にありがとうございました。 

 

 

http://www.irasutoya.com/2013/06/blog-post_3576.html
http://www.irasutoya.com/2013/07/blog-post_6664.html
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編集・発行 公益財団法人 武蔵野市福祉公社  次号は令和元年 10 月 10 日発行予定です。 
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                 腸活！！            北町高齢者センター 池田 諒             

以前から胃腸が弱い私。ぬか漬けが胃腸に良いと聞いて、今年から漬け始めました。 

その効能は、「野菜の食物繊維が胃液の分泌を促し、胃腸の働きを活発にする。酵素は消化や吸収を助

け、胃腸の負担を減らす」とのことです。最近のぬか漬けは、常温なら毎日掻き混ぜる必要はなく、冷蔵庫

で保管し、２、３日に１回掻き混ぜればよいとのこと。 

ずくなし（信州の方言：怠け者）の私でもこれなら始められる！と思った次第です。ナスやキュウリなど

定番の野菜はもちろんのこと、諸先輩方からお勧めの野菜を漬けています。ですが・・・唯一まだ試してい

ないものがあります。それはスイカです。とあるご利用者よりお聞きした所、赤い果肉と皮の間の白い部分

を漬けるとのことですが、今のスイカは白いところが極端に少なく、漬ける部分が全くありません。 

どなたか私に漬物に適したスイカの入手方法を教えてください！ 

              ⇒ 次回は 高齢者総合センターデイサービスセンター 鈴木美佐子 

問合せ  在宅サービス課 権利擁護センター 

申 込  ☎ 23-1165  参加費無料 

エンディングノート 書き方 講座 

想いを記すことは残された人たちへの指針 

日 時 11月 13日(水)13時 30分から 15時 

場 所 福祉公社 １階会議室 

老いじたく講座  ～老いじたくの基礎知識 ～ 

誰にでも訪れる老いに備え、元気なうちから準備して、 

尊厳ある老後生活を築きましょう。 

日 時 ９月 27日(金) 13時 30分から 15時 

場 所 福祉公社 １階会議室 

(バス停「武蔵野八幡宮」下車)   

総務課                ☎0422-23-1165 

権利擁護センター・ケアプランセンター ☎0422-23-1165 

ホームヘルプセンター武蔵野           ☎0422-23-2611 

地域包括ケア人材育成センター         ☎0422-20-3741   

 

 

(バス停「武蔵野住宅」下車) 

管理・社会活動センター               ☎0422-51-1975  

在宅介護・地域包括支援センター       ☎0422-51-1974 

住宅改修・福祉用具相談支援センター  ☎0422-51-1974 

デイサービスセンター                 ☎0422-51-2933 

 

 

(バス停「北町四丁目」から徒歩三分) 

コミュニティケアサロン         ☎0422-54-5300 

子育てひろば・みずきっこ       ☎0422-38-5150

武蔵野市福祉公社  本部     東京都武蔵野市吉祥寺北町 1-9-1 

 

武蔵野市立高齢者総合センター   東京都武蔵野市緑町 2-4-1 

 

武蔵野市立北町高齢者センター 東京都武蔵野市吉祥寺北町 4-1-16 

業務時間 8 時 30 分から 17 時 15 分（全て共通） 

 

福祉公社 HP  http://www.fukushikosha.jp/ 
 
武蔵野市地域包括ケア人材育成センター 

      http://www.m-machigurumi.jp/ 

ホームヘルプセンター武蔵野 

http://help-musashino.jp/ 

福 祉 公 社 か ら の お 知 ら せ 

 ご注意！！これは詐欺です！！ 

 ハガキや封書で届いたら、記載されている番号

には絶対電話をせず、武蔵野警察書（☎55-0110）

か、地域の在宅介護・地域包括支援センターへ  

ご一報ください。 

 

 

「民事訴訟最終通知

書」と表題にかかれたハ

ガキ。その下には架空

の事件番号が記載され

ています。 

まずは一人で抱え込ま

ずに相談しましょう。 

 


