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福祉ツ社通信 

木々歳芽吹采濯鏤削作三擦裁冴甑 

坤戻窓開采墾季節埼際甑祭参朔腰冬昨間腰閉菜裁崎い冴 

戻昨窓燦開済腰春昨訪参燦喜鮭季語埼際甑削わ栽削部屋削明傘い

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司姿司姿腰い済い済碕

蹣春燦採楽裁札采坂細い甑 

 

高齢者総合セン祉実 思璽自誌至伺始児史開催  

９鏤 23日腰思璽自誌至伺始児史燦開催裁擦裁冴甑 

あい削采昨雨模様埼裁冴歳腰多数昨方々歳斎来場采坂細い擦裁冴甑誠削鐚難う斎菜い擦裁冴甑 

福祉資源碕裁崎昨セン祉実燦起点碕裁崎腰錆栽三あ傘中央質西久保質大褫田各福祉昨会腰千川 

地域福祉活動推進協議会腰NPO法人時侍実祉腰擦阪採祭裁昨市民団体質緑か済晒済晒寺竺施史屍詞昨

皆様歳腰罪参財参宙業紹跳昨歯資識発表燦裁擦裁冴甑 

罪昨瀧肴瀧肴削腰高い市民力削皿傘地道作実践歳溢参腰 

活動市民昨祭祭山菜裁燦感得埼済擦裁冴甑 

擦冴腰セン祉実各部署昨紹跳展示腰福祉公社権利擁護 

セン祉実昨老い載冴采相談雑加わ三腰開催趣踪埼あ傘 

坤擦阪犀傘札昨支え合い墾昨推進昨冴薩削腰活動市民や団体間昨肴作歳三燦紡犀祭碕歳出来擦裁冴甑 

斎来場者朔思実事実燦飲札作歳晒談笑裁腰興味深采各歯資識削見入榊崎い擦裁冴甑擦冴腰恒例昨

西久保福祉昨会削皿傘東日本大震災被災地支援昨鹿旨屍腰歯実識字実師昨歯ン燦採買い求薩削作三腰

思い思い削楽裁擦参崎い擦裁冴甑 

熱心削採雑崎作裁燦裁崎い冴方削伺う碕腰 

坤θ直団体昨χ採顔朔斂載琢砦崎い傘砕鷺腰採話燦裁冴祭碕昨作い方碕言葉歳交

わ在崎良栽榊冴わ甑墾坤楽裁い裁腰祭珊作機会燦持肴昨朔大宙皿搾墾碕昨祭碕埼

裁冴甑 

人碕人碕昨肴作歳三歳広歳榊崎腰支え合い腰思いや傘祭碕歳世代燦越え崎循 

環際参柵腰充実裁冴福祉思璽自誌至伺燦作三琢砦晒参傘埼裁鮫う甑 

         高齢者総合セン祉実朔腰超癆雑福祉昨拠点碕裁崎腰地域昨活動市民昨方々碕 

手燦冴剤細え崎腰擦阪犀傘札昨支え合い埼あ傘地域包括師仔昨推進削力燦尽采

裁擦際甑 

 

10月号 
発行日 

鎖成 28裟 10月７日 

ﾜ第 43号鰺月刊鯲ﾝ 

秋昨夕暮参腰茜空削渡三鳥歳急犀 10鏤埼際甑 

中国昨臥穀録削朔腰坤秋山朔明浄削裁崎粧桜歳 

如裁墾碕あ三擦際甑 

戻栽晒南匙腰紅葉前線歳進札腰秋歳深擦三擦際甑 

爽涼昨良済季節腰皆様削朔斎自愛昨琢腰採健や栽削 

採過斎裁采坂細い甑 

 

┻ラ]ト 後藤 章 

 

 

 

  

  

 

歯ン販売 

姉実視誌ン市講燼苔玉作三 

思実事実燦飲札作歳晒談笑 

歯資識展示 鹿旨屍販売 

http://www.irasutoya.com/2015/06/blog-post_620.html
http://4.bp.blogspot.com/-JR0E570fgu8/UaVVKDfsLYI/AAAAAAAAUAs/L7K6RNUye_c/s800/mushi_akatonbo_yuyake.png


 

 

 

 

高齢者総英〉ンタヸデ┻′ヸビ]〉ンタヸ 

19日昨敬老昨日削ǘ階視使識実痔削崎敬老会燦開催裁擦裁冴甑 

斎利用者腰家族腰滋鹿ン至伺仔腰出演者碕総勢 96隣埼昨大賑わい！楽裁い採祝い昨会埼裁冴甑 

坤仔竺雌質侍始師墾削皿傘可愛采崎優邊作児鹿私ン旨腰坤蒔実旨児識質磁紫肢墾削皿傘大正琴昨美裁

い音色腰坤幸墾昨飼使士式ン演奏碕濯線昨磁竺視伺実腰滋鹿ン至伺仔削皿傘思実鹿旨削聞済い三擦裁

冴甑職員昨式思実私実飼ン詩埼朔笑い昨渦歳起済擦裁冴甑い肴雑碕違う視使支実似旨昨雰囲気削戸惑

い腰濁晧砦作斎利用者削師仔職歳卓寧削檮応際傘様子燦斎覧削作榊冴斎家族歳坤皿采や榊崎傘わ搾甑

う阪昨家族雑祭うや榊崎看崎雑晒え傘碕思う碕晧心際傘わ墾碕搾災晒い昨言葉燦栽砕崎託細三腰嬉裁

采作三擦裁冴甑詞式朔超烝 100 歳腰99 歳腰98 歳昨ǚ人昨女性斎利用者削腰長生済昨秘訣燦伺い擦裁

冴甑坤皿采食冊崎腰皿采寝崎腰罪裁崎采皿采皿裁作い祭碕！墾 

祭昨斯ン寺識埼力強い言葉燦私冴阪雑心削留薩崎生活裁崎 

い済冴い碕腰人生昨大先輩昨生済傘姿勢削感服裁擦裁冴甑 

 

 

戻か高齢者セン祉実 敬老昨肴鷺い 

９鏤 15日質16日昨両日腰敬老昨肴鷺い燦開催裁擦裁冴甑71隣歳斎参加采坂細い擦裁冴甑 

仔紫詞次実痔作雰囲気昨中腰セン祉実自慢昨採祝い膳碕笑顔埼腰皆様昨長梹燦祝裁擦裁冴甑 

採祝い昨演目朔多彩作音楽埼際甑晝川寺竺市鹿痔講師碕愉快作仲間冴阪腰司屍鴫鴫合唱団腰指旨

時識屍ワ使仔実腰雌実寺碕児識実詞昨協演甑罪昨美裁い旋癈削聞済入三腰期在剤裁崎歌声歳わ済あ

歳三腰楽裁いひ碕時燦過斎裁擦裁冴甑音楽児史旨至伺飼識昨皿う作忠日間埼裁冴甑 

 

 

 

 

 

 

 

 

高齢者総合セン祉実  敬老昨日昨催裁  

例烝通三 19日削腰敬老昨日燦祝う催裁燦開催裁擦裁冴甑 

ǚ階昨囲碁将棋思実試実開場腰都理容生活衛生輪業組合多摩府中戻支部武蔵褫地区昨糸ャ式至伺実

始紫詞腰採馴染札昨東家浦徂郎瀧門削皿傘浪曲碕歌謡斯辞実燦開催い冴裁擦裁冴甑浪曲昨演目朔忠徂

郎鏤夜唄碕五木昨子晤唄腰歌謡斯辞実朔中央仔施仔昨倍音唱法質次実磁使碕口琴腰歌碕踊三埼際甑昨

超朔腰中々腰生埼聞采祭碕歳出来作い芸能燦堪能裁擦裁冴甑 

当日朔朝栽晒雨模様埼裁冴歳 111隣歳斎来場采坂細三腰 

糸ャ式至伺実始紫詞昨収益金朔腰市民社会福祉協議会削 

寄付細参擦裁冴甑斎協力託細榊冴皆様腰鐚難う斎菜い擦裁冴甑 

 

 

 

 

 

 

 

     

パ長寿‶]タヸ〈 

宇川講師┈愉快┊仲間〞━

達

ウ╆レレ英唱団  ハヸプ┈フルヸト演奏 ╋]ペル╆ワ┻┹ヸ 

 

松茸パ飯┎ジ祝い膳 

 

 

 
 



 

  戻か高齢者セン祉実 朔作札剤済祭  

セン祉実昨斯ン滋識肢式実削因珊埼腰朔作札剤

済祭三燦開催裁擦際甑多彩作企き燦斎用意裁擦

際甑地域社会削支え晒参崎い傘セン祉実燦斎紹跳

際傘士実寺ン雌司旨碕裁崎腰多数昨皆様昨斎来場

燦採待阪裁崎採三擦際甑 

日 時 10鏤 15日θ土χ10時栽晒 14時   

場 所 戻か高齢者セン祉実ǖ質2階 

問合在 戻か高齢者セン祉実 ☎54―5300 

 

 

 

 

 

 

権利擁護セン祉実朔腰毎秋削腰公益社団法人成烝癆見セン祉実式実姉識支治実詞東京支部碕 

坤高齢者質障歳い者昨冴薩昨成烝癆見相談会墾燦共催裁崎い擦際甑 

超烝雑９鏤 10日θ土χ濯鷹駅戻口昨坤栽冴晒い昨道市民旨時実旨墾削崎実施裁擦裁冴甑 

成烝癆見制燵燦朔載薩腰相続や遺言腰悪質商法被害や多裴債務問題等削肴い崎腰領法書士歳回

答際傘碕共削腰福祉公社権利擁護セン祉実碕権利擁護セン祉実札冴栽θ濯鷹市社会福祉協議会χ

昨社会福祉士雑腰社会資源や福祉支実似旨削関裁崎斎相談削応載傘碕いう腰罪参財参昨専門便褫

削皿傘多角的作相談碕作榊崎い傘点歳特徴埼際甑輪相談会朔無料埼専門家削相談歳埼済傘毎秋昨

恒例行宙埼際甑羅針Uや市報等埼斎案不裁擦際昨埼腰是非腰斎利用采坂細い甑 

超癆碕雑権利擁護セン祉実朔腰直職種碕連携裁崎腰皿三良い総合的支援支実似旨削流組札擦際甑 

 

～ 権利擁護センター  成年後見相談会  式ーガ識サポート共催 ～ 

ホヸムヘルプ〉ンタヸ武蔵葭 ～ 瞼定ヘルパヸ養成研修会 ～ 

跳護保険法昨改正削伴い腰新制燵埼あ傘跳護予防質日常生活支援総合宙業昨訪問型支実似旨歳始

擦三擦裁冴甑担い手朔市昨独自昨基準削皿傘坤武蔵褫市認定慈識歯実墾昨皆様埼際甑 

罪昨養成研修会燦次実痔慈識寺セン祉実武蔵褫歳９鏤 14 日栽晒 16 日擦埼実施裁擦裁冴甑講義

日程昨直削ǖ日昨実習歳あ三擦際甑 

学鮭不容朔跳護保険制燵や認知症高齢者碕昨思璽自誌自師実斯辞ン腰清掃質洗濯質調理等埼際甑

罪昨始式姿自鹿痔朔腰次実痔慈識寺セン祉実埼検討裁冴市独自昨雑昨碕作榊崎い擦際甑 

現在認定慈識歯実数朔 57隣腰超烝燵雑 14隣歳応募裁崎研修燦溜講裁擦裁冴甑 

現在実務削肴い崎い傘慈識歯実細珊朔腰坤大変埼済肴い捗宙栽碕思榊冴砕参鷺腰主婦碕裁崎普通

削埼済傘捗宙雑あ三腰少裁埼雑採役削立崎参柵墾碕昨採気持阪埼斎活躍埼際甑 

擦阪犀傘札昨支え合い燦進薩傘冴薩削腰市民昨互助昨気持阪燦広薩腰高薩崎腰 

支実似旨昨担い手燦確保際傘祭碕歳腰大済作課題碕作榊崎い擦際甑 

次実痔慈識寺セン祉実朔皿三良い人闍育成削祭参栽晒雑力燦尽采裁擦際甑 

～ 相談会担当昨権利擁護セン祉実藤原社会福祉士栽晒 ～ 

超烝朔腰坤障害燦持肴方昨親亡済癆墾昨斎相談歳印象削残三擦裁冴甑 

祭参擦埼朔腰主削高齢者昨成烝癆見削注力裁崎来擦裁冴歳腰超癆朔皿三

晤備範囲燦広砦崎腰蓄積裁冴賜司雌司燦活用裁冴い碕思い擦際甑 

 

 

 

高齢者総英〉ンタヸ秋┎ふれあい文粟祭 

超烝雑桜参あい文尤祭燦開催裁擦際甑日頃

昨研鑽腰溜講昨成果燦発表際傘晴参昨場埼際甑

鷺う財腰健康長梹昨実践燦斎覧采坂細い甑 

多数昨皆様昨斎来場燦採待阪申裁琢砦擦際甑 

日 時 11鏤９日θ水χ～11日θ金χ 

午前 10時栽晒 16時 

θ11日昨札 15時半擦埼χ    

場 所 高齢者総合セン祉実 

問合在 社会活動セン祉実 ☎51－1975 

  

 

 

 

http://www.illust-box.jp/sozai/27183/
http://www.irasutoya.com/2013/02/blog-post_7344.html
http://3.bp.blogspot.com/-6xQDS1YyQ-o/V9aG_88Q6fI/AAAAAAAA9mM/-WNjMOkfddEsHWKwxdLfEBrgT9TBZhXOgCLcB/s800/kaigo_kurumaisu_obaasan.png
http://4.bp.blogspot.com/-TwBofqnWE2Y/UPzH8DYHIzI/AAAAAAAAK0A/vkmD-RB8qlM/s1600/gardening.png
http://www.irasutoya.com/2013/05/blog-post_6979.html


 

パ寄付┲拝受ブ┞ブ〞 

９鏤 12日削五日市通三親交会様皿三 5,000付昨 

斎寄付燦い冴坂済擦裁冴θ使途昨特定作裁χ甑 

斎厚情腰誠削鐚難う斎菜い擦裁冴甑 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

編邊質発行 公益財団法人 武蔵褫市福祉公社  次陵朔烋成 28烝 11鏤 10日発行予定埼際 

 

福祉ツ社ホヸムペヸ[ 

URL http://www.fukushikosha.jp/ 

 

 

東京都武蔵葭市衛祥寺袷町鰆－鰤－鰆 

バ]停ﾘ武蔵葭ッ幡宮前ﾙ下車 

☎0422-23-1165鰺総務課ﾎ在宅′ヸビ]課鯲 

☎0422-23-2611鰺ホヸムヘルプ〉ンタヸ武蔵葭鯲 

 

東京都武蔵葭市緑町鰈－４－鰆 

バ]停ﾘ武蔵葭住宅ﾙ下車 

☎0422-51-1975鰺管理ヷ社会活動〉ンタヸ鯲 

☎0422-51-1974鰺在宅介護支援ヷ補助器具〉ンタヸ鯲 

☎0422-51-2933鰺デ┻′ヸビ]〉ンタヸ鯲 

 

東京都武蔵葭市衛祥寺袷町４－鰆－鰆６ 

☎0422-54-5300 バ]停ﾘ袷町四丁目ﾙズ┩徒歩三分 

武蔵葭市福祉ツ社ヷホヸムヘルプ〉ンタヸ武蔵葭 

 

武蔵葭市立高齢者総英〉ンタヸ 

 

武蔵葭市立袷町高齢者〉ンタヸ 

 

業務時間 8鰡30～17鰡15鰺全┆共通鯲 

 

第ǘ９回   窺 金魚昨坤白いほう墾丑   戻か高齢者セン祉実 富田 尚美 

祭昨夏腰金魚昨坤白いほう墾歳徃削旅立阪擦裁冴甑瀧昨烝腰小学生昨息子歳縁日埼金魚際采い燦裁

崎腰赤碕白昨金魚燦飼う祭碕削作三擦裁冴甑隣前燦い山い山碕考え冴昨埼際歳腰子供冴阪朔腰金魚昨

坤赤いほう墾碕坤白いほう墾碕倭珊埼い擦裁冴甑子供部屋昨本棚昨琢削水槽燦置済腰息子歳水槽燦洗

い腰餌燦諾え腰在榊在碕世話燦裁崎大勉削育崎崎い擦裁冴甑忠烝ほ鷺元気削旨使旨使泳い埼腰私冴阪

燦楽裁擦在崎采参擦裁冴甑碕祭山歳腰突然腰坤白いほう墾昨体歳腰采昨數削曲歳榊崎裁擦榊冴昨埼際甑

琢手采泳砦作采作三腰弱榊崎行采姿燦見作歳晒腰家族札珊作埼勉作い気持阪埼過斎裁擦裁冴甑 

小細作和埼裁冴歳腰息子削朔碕崎雑大勉作祭碕燦教え崎采参擦裁冴甑坤白いほう墾削朔感謝裁崎採

別参裁擦裁冴甑癆削作榊崎調冊冴昨埼際歳腰日照時間歳濁足際傘碕金魚雑脊椎側弯症削作傘罪う埼際甑

以癆腰金魚昨坤赤いほう墾朔鹿使詞燦肴砕崎雑晒い腰息子栽晒 

始識斯司痔入三昨餌燦雑晒い腰超雑元気削泳い埼い擦際甑 

⇒ 次回朔 在宅支実似旨課居宅支援係 松闌 明子  

エンデ┺ン╇ノヸト┎書ゾ方講座 

日 時 10鏤 20日θ木χ13時 30便栽晒 15時 

場 所 福祉公社ǖ階会議室 

老いプ〞く┎基礎知識講座 

日 時 10鏤 25日θ火χ13時 30便栽晒 15時 

場 所 高齢者総合セン祉実ǜ階研修室 

問合在質申込 権利擁護セン祉実 ☎23－1165 

ツ社ズ┩┎ジ知┩せ 

  

家族介護教室┟┉┪┎輪 わ  

ジ茶や╊ヸヒヸ┲飲┟┊ゼ┩ﾎジ話ブ┞せ┳

ズﾏ┉┊〞┇┢ﾎジ気軽┋い┩ブ┆く─ビいﾏ 

午後 2時ズ┩┏管弦楽四菻奏┢楽ブ┡┞ベﾏ 

 

日 時 10鏤 28日(金)13時 30便栽晒 15時 

場 所 高齢者総合セン祉実 ǖ階視使識実痔 

採茶代 ǖǹǹ付θ採菓子付済χ 

問合在 在宅跳護支援セン祉実  

申 込 ☎ 51- 1974 
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