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桜の開花が、年々、早くなっています。 

昭和の時代は、真新しいランドセルが、嬉しげに溌溂と 

花吹雪の中を走り抜けました。いつの世も、おとなが子 

どもたちに注ぐ眼差しはあたたかく、柔らかく春風駘蕩。 

福祉公社の世代間交流でも同様です。 

今年も、福祉公社は、皆様に常春を 

もたらすサービス提供に努めます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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少子高齢化の問題は、単身高齢世帯が増加するという視点で考えると、より

深刻な問題が見えてきます。社会学者の上野千鶴子氏が 2007年に「おひとり

さまの老後」を上梓し、耳目を集めました。「家族や組織に頼らず、自覚的な

老後の生活を友人ネットワークで乗り切れる。『おひとりさま』は怖くない」

と鼓舞されました。しかし、一方で 2010年にはＮＨＫが「ＮＨＫスペシャ

ル」などで、単身者はますます孤立しやすい社会へと急速に移行しているとい

う、「無縁社会」キャンペーンを展開しています。「ではどちらが本当なのか」

という問いには、「どちらも間違いではない」と答えざるを得ません。 

私の親の世代、昭和一ケタ世代ですが、どのように自分が人生を終えるかというイメージが希薄

で、自己決定できずに、ずるずる先延ばしにしてしまう傾向があるように感じます。私が、「認知

症になったらどうするの？」「葬式はどうしたいの？」「財産はどう分けたいの？」と詰め寄って

も、両親は少しも決めようとしません。 

さて、件の上野千鶴子氏は、認知症の予防はできないけれど、認知症になったときに備える 3点

セットとして、「任意後見」、「身上監護」、「死後事務契約」を挙げ、遺言書を弁護士に預けてある

と仰っています。従来のような血縁者に期待することはできないけれども、「おひとりさま」でも

きちんと意思決定さえしておけば、それに代わる仕組みを準備することはできるのではないでしょ

うか。そして福祉公社は、そのような仕組みを提供することができます。 

今年度に武蔵野市は、成年後見制度利用促進計画を策定し、市としてどのように成年後見制度を

推進していくのかを詳らかにする予定になっています。福祉公社としては、武蔵野市の成年後見ネ

ットワークの中心となる「中核機関」を担えるよう準備を進めていきたいと考えています。 

理事長として、福祉公社がますます皆様から信頼され、お役に立てる組織となるよう、誠心誠意

努力してまいりますので、よろしくお願い申し上げます。 

平成 31年度 事業開始にあたって 

 

 

理事長 萱場和裕 



 

  

 

 

平成５年秋、高齢者総合センター開設と同時に補助器具センターが事業を開始しました。 

理学療法士、作業療法士等の専門職を配置し、住宅改修や福祉用具の選定利用、生活動作のアド 

バイス相談などを総合的に担い、ご利用者の在宅生活を支援してまいりました。 

全国的にも珍しい市独自のサービス提供機関で、長年に亘りサービスノウハウを蓄積してきました。 

４月からの名称変更は、センターのサービス内容を市民の皆様に、より分かり易いようにお知らせし、

併せて機能の拡大に対応してのものです。 

 従来は専門職経由の相談が主でしたが、一般の高齢者の皆様やそのご家族からのご相談にも対応し、

在宅介護の重い負担である排泄ケア相談を更に充実させ、ケアマネジャー等福祉専門職のスキル向上を

図る事業等に注力します。 

連絡先 住宅改修・福祉用具相談支援センター ☎ 0422－51－1974 

  
 

 

３月 14日、市民後見人養成講習が修了しました。 

超高齢社会の進行、認知症高齢者の増加を受け、成年後見人不足が課題となっています。 

専門職後見人ではそのニーズに対応できない中、期待されているのが社会貢献型市民後見人です。 

武蔵野、三鷹、小金井、西東京、小平、東久留米、東村山の近隣七市は、合同して市民後見人養成 

講習を実施しています。 

今年度は、福祉公社から推薦された５名が２月、３月に６日間計 30時間の講習を受講しました。 

講習の内容や講師は多彩で、認知症の理解について認知症専門医や、専門職後見人として活動してい

る弁護士、活動中の市民後見人からも話を聞くことができました。 

 受講者の感想は、「市民後見人として活動している方から、実際の支援の流れについて聞くことがで

きて、大変有意義だった。自分も市民後見人となった際は、本人に寄り添った支援を心がけたいと思

う」「認知症の方は『忘れてしまう』のではなく、『まず初めに覚えることができていない』というお

話は、目からうろこだった。これから認知症の方と接する際の関わり方や声掛けが変わってくると思

う」などです。 

講習修了者の皆様には、この有意義な学びを十二分に支援に活かして頂きたいと思います。 

これは市民の老後を市民が支えるという、「まちぐるみの支え合い・地域包括ケア」の一つの実現と

もいえます。福祉公社も後見監督人として市民後見人と二人三脚で協働し、同一チームの一員として、

より良い後見サービスを提供いたします。 

 
 平成 30年 12月の評議員会を以て清水道雄評議員が

退任され、宮原隆雄評議員が新たに就任されました。 

清水評議員には、２年間、福祉公社の業務執行体制、

法人の適正な運営の監視等にご尽力くださり、誠に有難

うございました。宮原評議員には、これから、どうぞ宜

しくお願い申し上げます。 

また渡部敏夫評議員は３月末を以て退任されました。 

５年間の長きに亘り、評議員会議長と 

して福祉公社の発展にご寄与ください 

ました。大変お世話になりました。 

心より御礼申し上げます。 

 

 

３月 22日、ＭＭＭのコンサートが開催

されました。 

ＭＭＭとは「武蔵野市のママのママに

よるママのための音楽活動団体」です。 

当日のメンバーは音大出身者７名。 

華やかなドレス姿で登場！センターは

一気に春爛漫の雰囲気に。 

みずきっこからは 13組の親子も参加

し、にこやかに手拍子や体でリズムをと

り、とても楽しい時間を持てました。 

高齢者総合センター 補助器具センターの名称変更 

  住宅改修・福祉用具相談支援センター 

評議員の退任と就任のお知らせ みんなで楽しむコンサート 

in 北町高齢者センター 



 

 

 

  

 

 

 

開設して 4 か月。センターでの研修や介護の資格についてご紹介します。 

 

武蔵野市地域包括ケア人材育成センター 

介護職の資格には市の認定ヘルパーのほか、「介護福祉士」や「介護職員初任者研修」などがあり

ます。介護福祉士は、一定の受験資格を得て、国家試験に合格して取得する介護職唯一の国家資格

です。ケア実務に携わるほか、介護現場のマネジメント、介護職に対する指導などの役割も担いま

す。介護職員初任者研修は介護職の入門的な研修です。都が指定する養成機関の講座を受講するこ

とで取得できる認定資格です。 

◎当センターでは介護職員初任者研修を開講しています。2019 年度は 5 月 29 日～9 月 11 日の間、

全 25 日間のプログラムを予定しています。詳細は 4 月 15 日号の市報、HP でご案内いたします。 

 

お問合せ 武蔵野市地域包括ケア人材育成センター（福祉公社内）☎２０－３７４１ 

     ホームページ：http://www.m-machigurumi.jp/ Twitter：＠m _ j i n z a i  

センターの研修につい

てや、介護人材の育成

に関わる情報を発信し

ています！ 

 
  
平成 27 年より予防給付（要支援該当者が受ける介護保険サービス）における訪問介護が、市

の事業である総合事業へ移行しました。市では一定の研修を修了した市民を、「認定ヘルパー」
として、家事援助を中心としたサービスの担い手としています。 
当センターは、この養成研修を市から受託し、実施しています。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

２月 13 日からの３日間、福祉公社本部にて今年度第２回の養成研修が開催されました。 

 研修は３日間の講義と見学実習（訪問 1 件）です。今回は 5 名の方が認定ヘルパーの資格を取得

されました。受講者の皆様からは「講師の方が、明るく元気に教えて下さったので、惹きつけられ

ました」、「講義だけではなく、演習・実習の実践的な内容があって良かったです」などの感想を頂

きました。和気あいあい、かつ、熱心に受講された皆様が、今後、地域でご活躍されるように願っ

ています。市認定ヘルパーは、市内で活動できる方であれば、どなたでも受講申込みが可能です。

「地域のために貢献したい」「介護に関わる仕事がしたいけれど、何から始めたら良いか分からな

い」という方は、是非、本研修を受講なさってください。 

◎毎年度２回開催。次回は６月中旬～７月初旬開催予定（市報・HP にてご案内いたします） 

武蔵野市認定ヘルパーとは 
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公社からのお知らせ 

           「夜をくぐる」           権利擁護センター  清水 浩 
 

仕事の後、夜道をすこし歩く。この半年ほど、糖尿病の運動療法を兼ね、仕事帰りに途中で電車

を降りて 30分ほど歩いている。京王井の頭線富士見ヶ丘駅を南下し、京王線芦花公園駅までの２ｋ

ｍ弱、街灯がまばらで交通量の多くない薄暗がりの小道を進む。鼻歌も口笛も奏でずに、ひたすら

足を前へ前へと繰り出していると、脳が勝手にその日に起こった黒い些事（ミスや凹み）の反芻を

始める。ああすれば、ああ言えば、ああなれば、と、後悔→反省→妄想という一連の思考を何度も

繰り返す。しかし、息が上がる程度に半身を動かしつつ脳の好きにさせておくと、家に着く頃には

歩行完遂のささやかな達成感と共に、なんとなく諸々が消化されてしまう。 

身体が疲れることで脳も考え尽した気分になり、満たされるのかもしれない。 

50を過ぎて始めた夜の独り歩き。血糖値だけでなく心をも整える、仕事帰りの欠かせない時間に

なりつつある。             ⇒ 次回は  北町高齢者センター 大木 節子 

問合せ  在宅サービス課 権利擁護センター 

申 込  ☎ 23－1165  参加費用は無料です。 

～ 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 ５月 10日(金)10時 30分から 12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 ４月 24日(水)10時 30分から 12時 

場 所 高齢者総合センター ４階研修室 

北町高齢者センター オープンガーデン 

センターの美しい中庭、咲き誇る季節の 

花々。開設以来、園芸ボランティアの皆様

が、愛情をこめて、日々ガーデニングに精

励なさっている賜物です。 

四季折々、ご利用者の目を楽しませ、季節の移ろいを 

しみじみと感得できるのも園芸ボランティアの皆様の 

お蔭です。多くの方のお越しをお待ち申し上げます。 

当日、センターにお越し 

ください。 

日 時 ４月 24日(水) 

11時から 13時 

問合せ 北町高齢者センター ☎ 54-5300 

東京都武蔵野市吉祥寺 武蔵野市吉祥寺北町１－９－１ 

バス停「武蔵野八幡宮前」下車 ☎0422-23-1165 

（総務課 権利擁護センター ケアプランセンター） 

☎0422-23-2611 （ホームヘルプセンター武蔵野） 

☎0422-20-3741 （地域包括ケア人材育成センター） 

 

東京都武蔵野市緑町２－４－１ バス停「武蔵野住宅」下車 

☎0422-51-1975（管理・社会活動センター） 

☎0422-51-1974（在宅介護・地域包括支援センター） 

（住宅改修・福祉用具相談支援センター）  

☎0422-51-2933（デイサービスセンター） 

 

東京都武蔵野市吉祥寺北町４－１－１６ 

バス停「北町四丁目」から徒歩三分 

☎0422-54-5300  

武蔵野市福祉公社 

 

武蔵野市立高齢者総合センター 

 

武蔵野市立北町高齢者センター 

 

業務時間 8：30～17：15（全て共通） 

 

福祉公社ホームページ 
URL http://www.fukushikosha.jp/ 
武蔵野市地域包括ケア人材育成センター 

URL http://www.m-machigurumi.jp/ 
ホームヘルプセンター武蔵野 

URL http://help-musashino.jp/ 

 


