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＜運営監視委員＞ 

   

            晴参わ冴傘空削腰鯉昨拶三歳悠然碕 

泳犀早苗鏤碕作三擦裁冴甑 

擦柵ゆい青葉若葉削い昨阪歳輝済腰 

際歳際歳裁い薫風歳吹済咋砕擦際甑 

晩春栽晒初夏匙移三行采碕済腰 

皆様削朔採健や栽削採過斎裁采坂細い甑 

 

＜紙面稱ら＞ 

権利擁護センタ▷窗▷フレッ茨のご紹介◁◁◁◁⒊ペ▷ジ 

事業報告会◁北町芦イ春の花探訪

オ▷プンガ▷芦ン             ◁◁◁◁⒋ペ▷ジ 

声稱け講座◁高齢芦イ硼花見       ◁◁◁◁⒌ペ▷ジ 

硼知らせ◁窗レ▷コ滬ム           ◁◁◁◁⒍ペ▷ジ 

 

 

 

 

 

┻ラ]ト 後藤 章 

福祉ツ社┏ﾎ武蔵野腰ゼ全国┋先駆けﾎ昭和 55年┋設立ブた在宅サヸビ]提供機関┇ベﾏ 

瞿名ﾘ羅針盤ﾙ┏ご利用者を包括的┋支援ブﾎそ┎人生┈共┋歩┠サヸビ]┎基本姿勢を表ブたも┎┇ベﾏ 

 

福祉ツ社通信 

木々歳芽吹采濯鏤削作三擦裁冴甑 

坤北窓開采墾季節埼際甑祭参朔腰冬昨間腰閉菜裁崎い冴 

北昨窓燦開済腰春昨訪参燦喜ぶ季語埼際甑削わ栽削部榮削明傘い

日歳差裁崎腰心雑軽や栽削作傘情感歳あ三擦際甑 

春風削細罪わ参崎腰皆様削朔腰鷺う財腰ウ姿ウ姿腰い済い済碕

早春燦採楽裁札采坂細い甑 

 

 

 

 

                      権利擁護止ン祉実昨主作事業燦紹跳裁冴式実児鴫ッ詞

歳完耨裁擦裁冴甑 

坤肴作歳三支治実詞墾や坤地域福祉権利擁護事業墾腰 

坤耨烝後見人溜任事業墾等腰30鐚余烝削及ぶ伝統昨 

鐚償在宅福祉支実似旨昨賜ウ雌ウ燦活用裁冴各事業削

肴い崎腰斎利用対象者や支実似旨内容昨概要燦記載裁崎

い擦際甑 

来烝ǚ鏤 31 日燦以崎鐚償在宅福祉支実似旨朔終了裁

擦際歳腰権利擁護止ン祉実朔腰変わ晒剤罪昨精神燦溜砕

61災腰全人的作斎利用者支援燦6162裁崎腰住札慣参冴 

武蔵褫埼斎利用者歳晧珊載崎日々燦送参傘皿う削努薩 

擦際甑式実児鴫ッ詞朔腰福祉苗社各施設や関係機関等削 

崎配漱中埼際甑電や埼昨採流三寄在雑可能埼際昨埼腰 

斎覧昨琢腰在宅生活昨手立崎碕裁崎採役立崎託細い甑 

 

鰄月号 
発行日  

鎖成 28裟５月 10日 

ﾜ第 38号鰺月刊鯲ﾝ 

権利擁護センタヸ事業 リヸフレット┎ご紹介 

 

 

 

 

ツ社各施設ﾎ腰役所福祉窓口ﾎ腰政セン

タヸﾎ在宅介護支援センタヸ┊┉┇配甑ブ

┆ジ┪┞ベﾏ 

問英せ  権利擁護センタヸ 

☎   ef―ddih 

http://azukichi.net/season/month/may0003.html


 

 

    

  

福祉ツ社事業報告会 開催  

 

細傘ǚ鏤ǜ日腰烋耨 27烝燵昨事業報告会歳開催細参擦裁冴甑 

福祉苗社朔組織琢腰ǜ課Ś係埼構耨細参腰様々作福祉支実似旨燦提供裁崎い擦際歳腰烝削 

一燵腰各係昨資質昨向琢燦目指裁崎腰事業報告会燦開催裁崎い擦際甑 

各係朔多岐削亘傘事業燦実施裁崎い擦際歳腰罪昨中栽晒腰実務削根差裁冴課題燦抽出裁腰 

会係昨目標腰解目標署耨昨冴薩昨烝燵課題昨設定腰回課題解決昨活動内容碕旨ケ施ュ実識腰 

塊結果碕超後昨展望燦腰係員全員埼協議裁一烝間昨実践燦発表裁擦際甑 

抽出細参冴課題朔腰い剤参雑腰滲民福祉昨向琢削密接削関連際傘事項埼腰 

2025烝問題削雑通底際傘雑昨埼裁冴甑 

講評者朔早稲田大学人間科学部健康福祉学科昨加瀬裕子教授埼際甑 

教授朔福祉苗社創設時栽晒ソ実斯ャ識ワ実始実碕裁崎勤務裁冴先輩埼雑 

あ三腰苗社事業や創業精神燦熟知作細榊崎い擦際昨埼腰的確作斎指棡燦夌砕擦裁冴甑 

特削坤Make it simple腰ク式仔作目標設定墾碕坤根拠碕作傘視実祉昨明示昨裴要性墾燦学び擦

裁冴甑祭昨直削雑腰坤停滞裁冴組織朔死咋腰時代昨誌実枝削応載崎変わ榊崎行采祭碕墾腰坤日常

昨捗事燦祭作際昨削や榊碕埼朔私磁腰捗事燦通載崎耨長裁腰変わ三62砕傘自便削気沈采祭

碕墾腰坤苗社削裁栽埼済作い耨果燦社会削発信裁崎い采祭碕墾腰坤情報共鐚腰役割便担腰組織内団

結墾等々腰後輩職員匙昨指棡腰激励削多采昨気沈済燦得擦裁冴甑 

祭昨報告会埼昨耨果燦活栽裁腰超後雑腰皿三一層昨滲民支実似旨昨向琢削努力い冴裁擦際甑 

 

 

 

ǚ鏤 30日腰斎利用者 26名碕滋鹿ン至伺仔細珊Ś名腰職員９名埼採花見削出栽砕擦裁冴甑 

採天気削雑恵擦参腰車中栽晒暑々昨桜や水珍腰雌試始使詩ウ等腰咲済誇傘春昨花々燦堪能裁擦

裁冴甑採花見思実旨朔腰止ン祉実 → 五日滲街暑(濯鷹方面)  → 玉川琢水  

→ 五日滲街暑(武蔵褫大学)  → 伏見通三 → 電通研究所北側 → 滲役所埼際甑 

滲役所埼朔坤桜斎朔珊墾埼一服甑 

耿歳擦阪武蔵褫燦展望裁腰皆埼自宅昨位置燦確認裁崎眺望燦楽裁札腰 

坤昔朔腰畑坂晒砕坂榊冴昨皿墾等腰思い出や削花歳咲済擦裁冴甑 

美味裁いケ実姿碕採茶燦夌済作歳晒腰春燦楽裁殺和気あいあい昨女子会甑 

澣路昨車中埼朔坤擦冴来烝雑…墾碕大満足昨璽誌飼旨雌使ク埼裁冴甑   眺望燦楽裁殺 

北町珽齢者止ン祉実   檎 春昨花探訪 檎 

 

加瀬教授昨講評 

 

   

 
 

  

4鏤 27日腰恒例昨士実寺ン姉実視ン削朔腰大勢昨方々歳採い埼采坂細い擦裁冴甑 

手芸腰粘土細工腰クッ姿実作鷺昨字実旨雑設砕晒参腰止ン祉実朔腰普段削雑増裁崎腰い

榊罪う華や栽削賑わい擦裁冴甑園芸滋鹿ン至伺仔昨方々歳腰愛情注災腰丹精作細榊崎い傘

中庭腰斎利用者朔思い思い削腰咲済誇傘花々燦採楽裁札埼裁冴甑斎利用者歳斎覧削作榊崎

喜柵参傘腰馴染札昨あ傘明傘い花燦育崎崎い傘罪う埼際甑 

止ン祉実昨伸びや栽作采肴山災空間朔滋鹿ン至伺仔昨皆様昨採祭祭山菜裁昨賜物埼際甑 

 

 

北町高齢者センタヸ╁ヸプンガヸデン開催 



 

  

 

 

 

 

 

採花見削参加作細榊冴 Y細珊昨俳句埼際甑 

ǜ鏤ǜ日栽晒Ľ日腰後削雑先削雑祭昨濯日！碕言う察鷺昨満開昨桜削迎え晒参腰総勢 56名埼

採花見燦堪能裁擦裁冴甑緑町昨団地燦咋砕滲役所前昨桜詞ン資識燦通榊崎褫菜食堂七福匙甑 

思実事実碕紅茶埼美味裁いケ実姿燦夌済擦裁冴甑 

式ン指ケ実姿腰採栽晒ケ実姿腰抹茶ケ実姿腰い阪斎 

ケ実姿腰罪裁崎飲札込札歳難裁い方削朔寺式ン碕多彩作 

磁誌ュ実栽晒選珊埼夌済腰坤美味裁い！墾碕昨声歳響済 

擦裁冴甑T細珊朔斎夫婦埼参加裁崎託細三腰罪昨妻燦 

思う優裁い跳護削腰心昨桜昨花雑腰満開削作三擦裁冴甑 

  

 

高齢者総英センタヸデ┻サヸビ] 梧 ジ花見梧  

 

 

 

 

瞼知症サポヸタヸフ╀ロヸ┹ップ研修  

認知症匙昨対応歳地域社会昨身近作課題埼雑あ三国民的課題碕雑作榊崎い擦際甑 

烋耨 26烝燵昨警視庁管内埼認知症珽齢者昨行方不明榲出昨溜理件数朔 10,783件雑あ三擦 

際甑罪祭埼腰滲民力削皿傘温栽い擦作菜裁碕や細裁い声栽砕昨あ傘擦阪作三歳求薩晒参擦際甑 

ǚ鏤Ą日腰緑町歯実ク祉ウン集会所碕芝生広場埼腰UR自治会腰大褫田福祉昨会腰滲内各所昨

在宅跳護支援止ン祉実等昨斎協力燦得崎腰児四竺実仔ッ寺研修燦実施裁擦裁冴甑 

内容朔認知症昨方碕接際傘碕済昨心構え碕声栽砕実習埼際甑 

 擦剤腰認知症昨あ傘方燦地域埼支え崎い采冴薩削腰認知症昨基礎知識や 

思璽ュ誌ケ実斯ョン削採砕傘配慮作鷺削肴い崎学び腰次削声栽砕昨実践削 

入三擦裁冴甑皆様歳真摯削流三組珊埼采坂細い擦裁冴甑認知症昨方匙昨対 

応昨心得朔腰坤驚栽在作い腰急歳在作い腰自尊心燦傷肴砕作い墾昨ｗ濯肴昨 

坤 作い 墾ｘ歳基本埼際甑 

 斎参加者栽晒朔腰坤支援者碕裁崎雑腰街埼見栽砕冴人削声燦栽砕傘昨朔 

戸惑う墾腰坤祭昨経験燦日夤昨生活削活栽裁崎見晤三昨目燦広砦冴い墾腰 

坤体験燦裴搾傘祭碕歳大勉墾腰坤研修碕朔いえ冷や汗燦栽い冴墾坤実演歳 

碕崎雑難裁い墾坤地域埼何歳埼済傘栽考え冴い墾等々昨斎感想燦夌済擦裁冴甑     

認知症支治実祉実朔坤作削栽墾特別作祭碕燦際傘人埼朔あ三擦在珊甑認知症昨方や罪昨斎家 

族昨坤応援者墾埼際甑認知症削肴い崎正裁采理解裁腰偏見燦持冴剤認知症昨人や家族燦温栽い

目埼見晤傘祭碕歳旨祉実詞埼際甑 

＊竺飼隊長朔認知症支治実祉実姿ャ鹿飼ン昨爾旨思ッ詞埼際甑竺飼昨皿う削急歳剤腰 

裁栽裁一歩一歩着実削進珊埼い済腰認知症削作榊崎雑晧心裁崎暮晒在傘擦阪咲采三昨先頭燦歩い崎い擦際甑 

 

 

  

在宅跳護支援止ン祉実 

 

秒便咲済昨 花昨詞ン資識 首痛裁 

 

基礎知識燦燼学埼 

在支職員歳認知症役 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

編集質発行 苗益財団法人 武蔵褫滲福祉苗社  次号朔烋耨 28烝Ľ鏤 10日発行予定埼際 

 

福祉ツ社ホヸムペヸ[ 

URL http://www.fukushikosha.jp/ 

 

 

東京都武蔵野腰衛祥寺北町鰆－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 

 

東京都武蔵野腰緑町鰈－鰊－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 

 

東京都武蔵野腰衛祥寺北町鰊－鰆－鰆鰮 

☎0422-54-5300 バ]停ﾘ北町四丁目ﾙズ┩徒歩三分 

武蔵野腰福祉ツ社ヷホヸムヘルプセンタヸ武蔵野 

 

武蔵野腰立高齢者総英センタヸ 

 

武蔵野腰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 24回     窺 釣三 丑         権利擁護止ン祉実 琄橋 大輔 

昨烝昨 5鏤腰あ傘斎利用者栽晒坤魚釣三朔碕崎雑面白い皿墾碕教え崎い冴坂済擦裁冴甑 

罪参栽晒旨実歯実昨鮮魚売三場や鴫旨詞鹿ン削行榊冴際朔坤旬昨魚朔何栽墾坤罪昨魚朔鷺珊作特徴作昨栽墾碕

魚昨祭碕歳気削作三坂裁腰肴い削朔釣三燦始薩擦裁冴甑幼少昨夤腰故郷昨栃木県埼椌魚燦網埼掬榊崎観察裁冴 

経験朔あ三擦際歳腰本格的作釣三朔初薩崎埼裁冴甑超埼朔時間歳あ参柵腰川や海削釣行裁崎い擦際甑 

実際削釣三燦裁崎便栽榊冴祭碕歳あ三擦際甑罪昨場所昨魚歳腰普段何燦食冊崎い傘昨栽腰水温や潮位腰時間澳

削皿榊崎鷺昨皿う作動済燦際傘昨栽作鷺燦十便削理解裁作砕参柵作三擦在珊甑生態や環境匙昨理解燦深薩腰突済

ゃ薩冴罪昨先削釣果歳あ傘昨坂碕思い擦際甑 

日々昨捗事燦裁崎い采琢埼雑腰ｗ突済ゃ薩崎い采姿勢ｘ歳求薩晒参擦際甑苗社昨ソ実斯ャ識ワ実始実朔腰 

斎利用者昨意思燦実現際傘冴薩削坤超斎利用者歳求薩崎い傘雑昨朔何栽腰斎不晧朔何栽腰最善昨 

支実似旨朔何栽墾碕い榊冴祭碕燦考え抜済腰業務削励札擦際甑超後雑現状削満足際傘祭碕作采 

ｗ突済ゃ薩崎ｘい済冴い碕思い擦際甑           ➡ 次回朔 権利擁護止ン祉実  粂谷 美耶子  

ツ社ズ┩┎ジ知┩せ 

老いプたく講座 

～ 尊厳あ┫老後生活┎構築を目指ベ方┋ ～ 

日 時  Ą鏤 24日(火)13時 30便栽晒 15時 

場 所  福祉苗社 １階会議室 

内 容  老い載冴采昨基礎知識 

問合在  権利擁護止ン祉実 

申 込  ☎ 23－1165 

老いプたくヷ成年後見相談会 

日 時  Ą鏤 23日(鏤) 13時 30便栽晒 16時 30便 

場 所  珽齢者総合止ン祉実 ǜ階研修室 

内 容  個別昨斎相談削応載擦際 

問合在  権利擁護止ン祉実 

申 込  ☎ 23－1165 

┿ンデ┺ングノヸト書ゾ方講座 

日 時  Ą鏤 18日(水)13時 30便栽晒 15時 

場 所  福祉苗社 １階会議室 

問合在  権利擁護止ン祉実  

申 込  ☎ 23－1165 

家族介護教室 ～┟┉┪┎輪～ 

日 時  Ą鏤 27日(金)13時 30便栽晒 15時 

場 所  珽齢者総合止ン祉実 １階視使識実痔 

内 容  耨烝後見削肴い崎 

問合在  在宅跳護支援ｾﾝﾀｰ質地域包括支援ｾﾝﾀｰ 

申 込  ☎ 51－1974 

 

http://www.irasutoya.com/2013/07/blog-post_4552.html

