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福祉ツ社通信 

 

鰛月号 
発行日  

鎖成 27裟７月 10日 

ﾜ第 28号鰺月刊鯲ﾝ 

遠雷歳訪参傘七夕鏤碕作三擦裁冴甑 

雨傘燦閉載腰日傘燦開采七鏤甑 

梅雨明砕前昨烋均気温 23燵前癆昨日削腰 

初蝉昨声歳聞祭え傘そう埼際甑 

い皿い皿盛夏昨到来埼際甑 

皆様削朔腰御身採大勉削採過斎裁采坂細い甑 

 

追悼 山﨑 倫子 菱生  

隣誉滲民質北町珽齢者止ン祉実脉長山﨑倫子菱生削朔腰去傘Ą鏤 29日腰 

96遁昨天梹燦全う細参擦裁冴甑 

 菱生朔大正Ş烝腰幕鑽昨英傑質勝海舟昨曾孫碕裁崎滋賀県長浜埼斎出生腰 

東京女子諭学専門学校θ現在昨東京女子諭科大学χ埼諭学燦修薩腰雌識似ン 

諭科大学付属滲立病院埼諭師碕裁崎昨第一歩燦踏札出裁擦裁冴甑 

菱生朔英語質仏語質露語質中国語削通載腰国籍燦問わ剤削診察燦作細三腰 

終戦昨混乱期削朔国際病院燦創設裁人暑諭療削尽采細参傘作鷺腰時代削伴う様々作 

困難燦乗三越え崎来晒参擦裁冴甑 

そ昨癆腰国立苗衆衛生院腰ロ紫屍フ史鹿実財団燦経崎腰昭和 31烝腰燐祥寺北町削夫昨浩諭師碕山﨑諭院燦開

設細参腰地域諭療削尽采細参擦裁冴甑 

諭業昨傍晒日鑚女諭会会長燦ǚ期Ť烝務薩晒参腰そ昨癆雑隣誉会長碕裁崎女諭昨地位向琢削尽力細参擦裁冴甑 

擦冴女性昨教育碕地位昨向琢昨冴薩削腰第 37回栽晒第 39回昨国連総会削政府代表碕裁崎出席際傘作鷺 

女性社会昨指棡者碕裁崎裴ノ燦霙冴細参擦裁冴甑 

珽齢者福3/8昨充実燦願榊崎自宅燦滲削寄付裁腰昭和 62烝削開設細参冴全国初昨邑独型視使サ実似旨止ン祉実 

埼あ傘北町珽齢者止ン祉実昨基礎燦築栽参腰地域昨滋鹿ン至伺仔歳支え傘腰滲民生活昨延長線琢昨視使サ実似 

旨質思璽ュ誌至伺師仔サロン昨運営燦主棡作細い擦裁冴甑輪止ン祉実朔英国王室昨私使仔試妃歳烋成Ś烝削訪問 

裁冴鑚邦昨唯一昨福3/8施設碕裁崎雑著隣埼際甑 

菱生昨斎活躍削作傘祭参晒昨社会的凡績腰福3/8実践等朔珽采評価細参腰烋成Ś烝削朔日鑚女諭会最珽賞埼 

あ傘燐岡彌生賞削輝済腰烋成 14烝削朔武蔵褫滲隣誉滲民削推挙細参擦裁冴甑 

菱生碕福3/8苗社昨絆朔深采腰菱生朔措置昨時代削利用者鑚位昨機動的作在宅サ実似旨燦志向裁冴苗社削温栽い 

理解碕支持燦寄在晒参擦裁冴甑苗社雑言わ柵坤山﨑フ仕璽式実墾昨一員碕裁崎腰そ昨斎指棡燦賜三肴肴腰菱生碕 

共削歩珊埼擦い三擦裁冴甑祭参栽晒雑腰私冴阪朔斎利用者腰滋鹿ン至伺仔昨皆様等々碕手燦携え崎腰菱生昨志燦 

堅持裁腰そ昨理想碕裁冴福3/8昨実現削向砕全力埼流三組殺脉存埼際甑 

衷心栽晒昨感謝燦込薩崎腰斎冥福燦採1/8三申裁琢砦擦際甑 

 

┻ラ]ト 後藤 章 
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隣誉滲民 山﨑倫子菱生燦偲鮭会 ～ 一般献花溜付昨採知晒在 ～ 

   山﨑倫子菱生燦偲索腰託記昨通三一般献花燦溜砕付砕擦際昨埼腰慎珊埼採知晒在い冴裁擦際甑 

日 時   Ś鏤19日θ日曜日χ午前10時45便栽晒11時15便 

場 脉   北町珽齢者止ン祉実 θ燐祥寺北町ǜ－ǖ－16χ 

問淋わ在  武蔵褫滲役脉秘書広報課 60―1800 

℧ 御香斌等朔固采拝辞い冴裁擦際甑何卒斎了臙采坂細い甑 

烋成 27烝燵第 1回評議員会開催 

  Ľ鏤 12日削鑚烝燵第ǖ回昨評議員会歳開催細参擦裁冴甑 

議事朔腰烋成 26烝燵事業報告及索決算報告燦中心削腰評議員昨選任腰理事及索監事昨選任等埼あ三腰全議案歳 

臙認細参擦裁冴甑事業質決算両報告昨詳細朔次実痔時実施埼斎覧削作参擦際甑 

 

 

烋成 7烝ǘ鏤 私使仔試妃来訪 

 

浩菱生碕玄関前削崎 

 

 

 

山﨑倫子菱生昨著書 

 

 

回想昨雌識似ン ～あ傘女諭昨激動昨記録～  

烋成Ą烝 牧羊社刊 

青春時代燦過斎裁冴坤祭祭山昨故郷墾雌識似ン埼昨生

活腰一途削誠実削歩珊坂日々甑激動期削腰諭師碕裁崎個人

碕裁崎毅然碕敵国昨将兵削檮峙裁腰い昨阪昨尊厳燦晤三腰

事ュ実爾誌枝痔燦ネい冴私史埼際甑 

戦前昨規癈あ傘良済家庭埼坤真剣削気沢削生済傘祭碕墾

燦教え諭裁冴両親削捧砦晒参冴書甑 

命燦見肴薩崎 ～魂削寄三添榊冴女諭昨物語～ 

烋成 17烝鹿ン私痔雌司旨講談社刊 

坤策碕昨冴薩削尽采裁冴い墾碕昨揺傘歳作い信念燦堅持裁

疾風怒濤腰波瀾拓沢昨来裁方削思い燦薩犀晒際手記埼際甑 

戦中昨悲惨細燦再認識裁腰妹砕淋い昨精神削皿傘国際烋

和や北町珽齢者止ン祉実昨滋鹿ン至伺仔昨方々歳体現際傘

地域社会昨坤人碕人碕昨肴作歳三墾昨大勉細作鷺腰人間碕

裁崎実践際べ済祭碕斎碕燦学べ擦際甑 

 

 

評議員会終了癆腰渡部敏夫評議員会議長削伺い擦裁冴甑 

坤評議員会削採い崎着算腰事業報告腰そ昨直昨議案審議燦通載崎感載傘祭碕朔腰事業歳多岐削わ冴榊崎い傘祭

碕碕腰そ昨事業数昨多細埼腰職員昨皆細珊昨昧力碕斎苦労歳わ栽三擦際甑 

  福3/8苗社朔長い頓史歳あ三腰設立当初朔事業不容歳菱禍的埼あ榊冴祭碕栽晒全国的削鐚隣削作三腰多采昨自

治体等栽晒昨視察歳あ榊冴碕聞い崎採三擦際甑特削式飼実旨モ志実施事業朔腰そ昨当時直昨自治体や民間埼実

施裁崎い作い菱禍的作事業埼あ榊冴碕思榊崎採三擦際甑長い頓史碕伝統昨あ傘福3/8苗社歳腰超癆雑役員腰職員

昨皆様昨昧力削皿三更削発展裁腰滲民昨皆様昨期待削一層応え晒参傘皿う削作傘祭碕燦期待裁崎採三擦際甑 

私雑微力埼際歳評議員碕裁崎福3/8苗社燦見晤榊崎擦い三擦際墾 

 



 

Ź 

  

                       

理事  評議員 

理事長 長澤 博暁    評議員 渡部 敏夫 
θ社福χ武蔵褫滲民社会福3/8

協議会 常務理事 

常務理事 福島 文昭 武蔵褫滲 参事θ派遣χ  評議員 鈴木 省悟 武蔵褫滲諭師会 理事 

理事 晧署 琄之    評議員 水村 裕一 武蔵野市歯科医師会 副会長 

理事 晧藤 真洋 θ社福χ武蔵褫 理事長  評議員 江幡 五郎 θ社福χ親昨家 理事 

理事 大褫 壽濯霤 弁護士  評議員 岩岡 ょ美子 
武蔵褫滲民生児童委員協議会 

第一地癒副会長 

理事 黒竹 肘弘 θ社福χ碕晒い桜 理事長  評議員 竹不 啓博 公認会計士、税理士 

      
監事 

監事 五十嵐 利光 
膅社福䐢東京老人ホーム 

常務理事 
 監事 安田 大 税理士、社会保険労務士 

 

境南小ふれあいサロン 

ガーデニング講座～庭園見学～  

民生委員 情報交換会 

Ľ鏤 25日削民生委員情報交蜃会燦開催裁擦裁冴甑 

担当地域θ中町質西久保質緑町質秒幡町χ昨民生委員 28隣歳参盆細参擦裁冴甑 

地域斎碕削市識実プ削便栽参腰個別昨課題栽晒派生際傘地域課題作鷺腰日斎山昨 

活動燦通裁崎昨意見交蜃腰情報交蜃燦活発削行い擦裁冴甑 

超癆雑珽齢者総淋止ン祉実在宅跳護支援止ン祉実朔腰民生委員昨皆様碕協働裁腰連携燦密削事業燦禍薩擦際甑 

高齢者総合センターデイサービス 手打ちうどんの会 

             視使サ実似旨止ン祉実埼朔腰 

Ľ鏤 19日削恒例昨う鷺珊作三燦

裁擦裁冴甑25隣昨斎利用者 

碕ǘ隣昨滋鹿ン至伺仔燦中心

削腰職員雑力燦淋わ在崎腰約 100 

人前昨う鷺珊燦粉栽晒打阪腰昼食削蜀砦冴崎昨天笹晒燦添え 

崎美味裁采食べ擦裁冴甑超烝朔食べや際い皿う削碕細目削勉 

榊冴祭碕雑あ三腰札作細珊沢山採栽わ三細参腰濯人前召裁琢 

歳榊冴健啖作方雑甑 

坤超日朔う鷺珊燦打肴昨燦 

楽裁札削来擦裁冴甑昔腰 

皿采や榊冴栽晒懐栽裁いわ墾 

坤手作三昨う鷺珊朔腰や榊窄三 

う擦い！墾碕坤作榊崎楽裁い腰 

食べ崎美味裁い墾使持ン詞碕作三擦裁冴甑 

 

北町高齢者センタヸ  家族介護支援教室 

日 時 Ś鏤 28日θ火χ10時栽晒 12時  場 脉 北町珽齢者止ン祉実 ǘ階会議室  定 員 30隣程燵 

不 容  珽齢者施設昨い山い山 ～珽齢者施設昨種類碕そ昨涉い腰滲不質近隣施設昨情報腰利用料金作鷺～ 

問淋在質申込  北町珽齢者止ン祉実  ℡ 54－5300  

 

 

 

 

 

Ľ鏤ǘ日削腰境遊椌 

桜参あいサロンガ実視誌

ン市講燼溜講者昨皆様歳

庭園見学削行済擦裁冴甑

超回昨目的地朔調漱滲昨

神代植物苗園埼際甑 

4,500 種類腰10 拓株昨

植物歳植え晒参冴広大

作庭園燦薩犀三腰ガ実

視誌ン市昨見識燦深薩

擦裁冴甑桜参あいサロ

ン埼朔腰椌学生碕世代

間交流燦裁作歳晒腰講

燼燦楽裁珊埼い擦際甑 

 



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

編集質発行 苗益財団法人 武蔵褫滲福3/8苗社  次号朔烋成 27烝Ş鏤 10日発行着定埼際 
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東京都武蔵野市衛祥寺北町鰆－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北町４－鰆－鰆鰮 

☎0422-54-5300 バ]停ﾘ北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 

 

武蔵野市立北町高齢者センタヸ 

 

業務時間 8鰡30～17鰡15鰺全┆共通鯲 

 

              第 14回   窺暑燦目指裁崎丑 

   珽齢者総淋止ン祉実 補妹器彬止ン祉実  堀家 京子 

坤真質善質美墾腰人歳生済傘琢埼理想碕細参傘心得質理念碕裁崎倫理昨授業埼学珊坂昨歳最初埼裁冴甑 

そ参朔人間昨理想昨状態燦表裁冴濯肴昨大済作価値概念埼腰哲学者プ鹿詞ン歳提唱裁冴腰学問質暑徳質芸術昨追

求目標碕雑作榊崎い擦際甑擦冴坤真墾朔偽晒菜傘祭碕腰真理質真θ擦祭碕χ昨暑燦歩雑う碕昧力際傘祭碕腰坤善墾

朔仏教埼坤修善奉行墾碕言う皿う削善い行い燦心歳砕傘祭碕腰坤美墾碕朔坤真墾坤善墾碕いう実践削皿榊崎醸裁出

細参傘身削肴い冴美裁細(様々作理解歳あ傘埼裁鮫う歳)碕雑解釈細参擦際甑 

私朔弓暑修練燦裁崎い擦際歳腰弓暑独自昨坤真質善質美墾昨解釈歳あ三腰そ参燦常日夤栽晒心削留薩崎い擦際甑

例え柵美裁い言葉遣い燦心掛砕崎腰福3/8業務燦細在崎夌采祭碕雑そう埼際甑坤真墾碕坤善墾削栽作榊冴言葉埼雑腰

表現昨捗方歳相応裁采作い碕斎利用者昨心削届済擦在珊甑斎利用者燦思い腰そ祭削自便昨身燦置采祭碕埼伝え晒参

傘祭碕歳あ三擦際甑裁栽裁作歳晒腰理屈埼い采晒便栽榊崎い崎雑身削行う祭碕昨難裁細燦雑実感裁崎い擦際甑 

刻々瞬々昨向琢燦心歳砕崎い擦際甑   ⇒ 次回朔珽齢者総淋止ン祉実在宅跳護支援止ン祉実 柳褫 聡 

➡次回朔 珽齢者総淋止ン祉実 在宅跳護支援止ン祉実  

ツ社ズら┎ジ知らせ 

老いプ〞く講座 

～尊厳あ┫老後┎構築┎〞┡に～ 

日 時 Ś鏤 23日(木)13時 30便栽晒 15時 

場 脉 福3/8苗社 ǖ階会議室 

不 容 老い載冴采昨基礎知識削肴い崎 

問淋在質申込  在宅サ実似旨課癆見係 ℡ 23-1165 

北町高齢者センタヸ 厨房┹ルバ┻ト募集 

美味裁い食事埼評価昨珽い北町珽齢者止ン祉実埼朔腰厨胖洗い場昨仔識飼使詞燦募集裁崎い擦際甑 

祭参雑擦冴腰斎利用者燦支え傘大勉作採捗事埼際甑是非腰採力燦採貸裁采坂細い甑 

募集期間 Ś鏤 31日θ金χ擦埼 面接碕簡邑作実臘あ三  問淋在 琢ゅ ℡ 54―5300 

条  件 溫ǚ日 12時 30便栽晒 17時擦埼腰鏤ǖ回土曜日削厨胖昨大掃除歳あ三出勤削作三擦際甑時給 1,000付甑 

エンデ┺ングノヸト講座

～歩┳─道┲記ブﾎ残ビ┬〞人に指針┲～

日 時 Ś鏤 16日(木)採皿索 21日θ火χ 

13時 30便栽晒 15時 

場 脉 福3/8苗社 ǖ階会議室 

不 容 嗣ン視伺ン市賜実詞昨雌司肢実 

問淋在質申込  在宅サ実似旨課癆見係 ℡ 23-1165 

http://d.hatena.ne.jp/keyword/%C5%AF%B3%D8%BC%D4
http://d.hatena.ne.jp/keyword/%C5%AF%B3%D8%BC%D4

