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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。 

 

福祉公社通信  

 
 

   

 

 

 

    

  

ロゴデザイン ホームヘルプセンター武蔵野 後藤 章 

陽光が踊るように輝きを増し春風が光っています。 

啓蟄が過ぎ、新しい土の匂いをのせて、すくすくと土筆が 

伸びゆきます。桜の便りも待たれます。 

コロナウイルスの蔓延で人の世は騒然としていますが、 

自然の歩みは確かです。 

季節の変わり目、皆様にはどうぞ 

ご自愛ください。 

 

＜紙面から＞ 

権利擁護事業運営監視委員会              ・・・・１ページ 

エンディング出前講座 北町高齢者センター行事 

新春囲碁将棋大会                      ・・・・２ページ 

上級救命講習会 コロナウイルス感染拡大防止関連  ・・・・３ページ 

お知らせ リレーコラム                      ・・・・４ページ 

 

 

 

福祉公社は、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、ご利用者に係る金銭出納等

の社内での重層的な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１月 31日に開催されました。監視対象は令和元年７月１日から

令和元年 12月 31日までの業務執行です。 

萱場理事長は冒頭のご挨拶で、「昨年６月４日に始まった成年後見制度利用促進基本計画の策定委員会

が、１月 28日に最終回を迎えて、ほぼ計画案がまとまった。この計画に基づいて、成年後見制度利用促

進中核機関を市と福祉公社が共同で担っていくことになる。福祉公社ではホームヘルプなどの介護保険サ

ービスを提供している一方で、成年後見人等も受任しているので、形式的には利益相反に該当する可能性

がある。厚生労働省の報告書によれば、第三者機関を設置してチェック機能を持つことで利益相反に当た 

らないとされる。これは、まさにこの運営監視委員会の機能そのものである。住み慣れたところで一生を、

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、健全性を保っていきたい」と 

述べました。 

事務局報告は次の通りです。 

ご利用者数は成年後見人等受任 129名、権利擁護レスキュー16名、地域福祉権利擁護事業 42名、生活

保護受給者金銭管理支援事業 27名などで、監視対象期間中の金銭管理（出納）は 2,460件でした。 

委員会に先立つ１月 17 日に 9時 30分から 17時 30分まで司法書士の勅使委員他 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。 

最後に、委員長からは、「出納件数が増加しているにもかかわらず、適正に業務執行できている。他機 

関ともよく連携している。今後も事業の適正化や透明化を図り運営してほしい」との講評をいただきまし

た。これからも権利擁護センターではご利用者の信頼に応えられるよう、健全な業務執行を行います。 

 

権利擁護事業等運営監視委員 紹介 

（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 
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市では、高齢者が人生の最期までその人らしい生活を送ることがで 

きるよう、昨年４月よりエンディング(終活)支援事業を開始しました。

おおむね 65歳以上の市民の方が対象です。予めご自身が望む生活、医

療、福祉、没後のことなどを、エンディングノートに文章化し、親族や

関係者に明示します。意思決定支援にも有効な資料となります。 

エンディングノート講座は権利擁護センターでも開催し、個別の市民相談も承っています。更に高齢者総

合センター在宅介護・地域包括支援センターでも、エンディングノートの配布と、５名以上のグループを対

象に、ノートの書き方や市のサービスについて「出前講座」を行なっています。去る２月４日には、中央福

祉の会「りんどうの会」の皆様に、中央コミュニティセンターで出前講座を実施しました。約 30名のご参

加者は、「いざ！」という時のために残しておくべきメモや、ご自分の人生の振り返りなど、「終活」のコツ

に感心しきりでした。昨年７月の講座開始から、講座の「出前」は既に５か所で行われました。 

最後まで輝ける人生を送るための「エンディング（終活）」。さあ、あなたも始めてみませんか。 

 

 

 

２月３日、節分。ご利用者とみ

ずきっこの親子の皆様が、力を合

わせて鬼やらい。豆を撒き、鬼退

治をしました。センターには、毎

年、青鬼、赤鬼、ユニークな鬼が

やって来ます。「怖い！」と言っ

て泣き出す子もいましたが、ご利

用者は温かいまなざしで、「私た

ちがいるから心配ないわよ。鬼は 

外！！」と、子どもを励ましつつ、

勇ましく豆を鬼にぶつけます。 

鬼が退散した後は、お福さんがはんなりと登場しま

した。手ずから四囲にまく花弁と共に春の訪れを知ら

せてくれました。 

みずきっこの子どもたちは、節分に歌われる「♪鬼の

パンツは良いパンツ♪」という唄が大好き。1880年に 

発表されたイタリアの大衆歌謡「フニクリ・フニクラ」

のメロディーに載せた、歌詞も振りも愉快な替え歌で

す。子どもたちには、「鬼のパンツ」もまた春の兆しを

伝えてくれます。 

 

 
弟を泣かせた鬼に一生懸命豆を 
ぶつけて退治をするお兄ちゃん 

驚かせちゃてゴメンね。鬼が怖くて泣いちゃって

も、やっぱり子どもはかわいいわね。 

 

みずきっこを運営するサニ

ーママ武蔵野は日本の伝統を

親子で体験するプログラムを

実施しています。「気軽に楽

しく！はじめてのいけばな」

「親子で和もう茶道体験」な

どです。その一環として２月 

18日、ご利用者とみずきっこの親子が、「冬の華道交

流」で楽しくも創作的なひと時を持ちました。 

年４回程度、毎回４組ずつ程度の小さな交流会です

が、ご利用者とみずきっこの親子が、華麗な活け花を

共作しています。 

 
 

高齢者総合センターでは、毎年１月に新春囲碁将

棋大会を開催しています。今年は 24日の将棋大会 

に 20名、31日の囲碁大会に 67名の方が参戦され、

熱戦が繰り広げられました。 

例年より初参加の方も多く盛り上がり、嬉しい次

第です。対局は全４局で優勝を競います。対局を終

えたご参加者は、熱戦が続いている他の勝負を熱心

に観戦。集中力を切らさずに盤上を見つめ、ご自身

が対局者であるように鋭く読んでいます。 

優勝者 

【将棋】森合祥介氏  

【囲碁】(級の部) 木下康昭氏 (初段以上の部) 櫻井英雄氏 

    (四段以上の部) 金岡豊氏  
「（奥様から）『出場したら？』と言われたので申し

込んだんだ」と照れながら仰る方、大会参加で知己

となり、センター３階の囲碁将棋スペースで、後日

会う約束をしていた方も。新しい交流も生まれ、対

局後は終始和やかな雰囲気でした。次回は７月、納

涼大会です。皆様のご参加をお待ち申し上げます。 

 

皆様おめでとうございます 
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～２月 27日（木）から３月 31 日（火）までの利用休止内容～ 

高齢者総合センター 

＜施設利用関係＞ 
１階ロビーの利用休止と新聞配架中止、３階～５階フロアの利用休止、 
自主グループへの施設貸出休止 

【利用休止期間中に一部継続するもの】 
１階窓口での各種申込等手続、 
１階トイレの利用（他フロア利用休止の分、消毒等衛生管理を徹底します） 

＜社会活動センター講座関係＞ 
高齢者総合センターの講座はすべて《２月 27日（木）から３月 31日（火）まで》休講 
３月開催予定のイベント（講座発表会、コンサート等）は中止 

３月 26日（木）後期講座発表会中止、３月 30日（月）コンサートうたごえ喫茶ともしび中止 

＜境南小ふれあいサロン＞ 

講座すべて休講《２月 27日（木）から閉講式（３月 10日（火）、３月 12日（木））まで》 

＜地域健康クラブ＞ 

すべて休講 《２月 27日（木）から３月 31日（木）まで》 

＜ふれあいまつもと＞ 

休館 《２月 27日（木）から３月 17日（火）まで》 

＜在宅介護・地域包括支援センター＞ 

みどりの輪 ３月 中止 

  

権利擁護センター 

３月の老いじたく講座、エンディング講座 中止 

地域包括ケア人材センター 

プロジェクト若ば ３月 中止、３月 10日（火）管理者向け研修 中止 

３月 21日（土）PRイベント 中止 

 

１月 20日・29日の２日間、福祉公社１階会議室を会場に上級救命講習会が開催されました。 

福祉公社 22名と市民社会福祉協議会の２名、計 24名が参加しました。  

 講師は武蔵野消防署警防課防災安全係。講習では座学だけではなく、心肺蘇生の方法やＡＥＤの使用方法、

三角巾を使用した包帯法を実践的に学びました。始めは見よう見まねで心肺蘇生に取り組んでいた受講者も、

筋肉痛になりそうなくらい練習を重ね、最後にはスムーズに救命活動ができるようになりました。 

厳冬１月の講習会でしたが、実習の熱気に満ちた会場は室温が急上昇。受講者からは「暑い、暑い」という

声が多く聞えました。講師への質問時間には、職員から「食べ物を喉に詰まらせた時、心肺蘇生で息を吹き込

むと食べ物が逆流してしまい、逆に危険ではないか」「吐血した場合はどのように対処すれば良いか」など 

実体験をもとにした質問が出されました。講師の的確な回答に一同、なるほど！と 

納得した表情です。 

丸一日の長い講習会でしたが、何よりもご利用者のいのちを護る福祉現場で働く 

職員にとって、充実した有意義な時間となりました。 

 

 

お問い合わせは各センターまでお願いいたします。

 

 

 

 

 

 新型コロナウイルスの感染拡大防止のために、福祉公社は各事業に関して次の措置を講じました。 

ご利用者の皆様にはご迷惑をおかけいたしますが、宜しくご理解ご了承の程、お願い申し上げます。 

また、職員の感染防止については、 

① 毎朝の検温（37.5度以上の場合は出勤禁止）② 手洗い、うがいの徹底励行 

③ ドアノブ、手すり等の消毒 ④ 咳エチケットの遵守 ⑤ 時差出勤の奨励    

を徹底しています。 
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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２年４月 10 日発行予定です。 
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小 鳥 と 暮 ら す 

総務課 近藤 裕子 

ご自宅で小鳥を飼っている方はいらっしゃいますか？ 

私が子供の頃は家庭で小鳥を飼う方が多かったように思いますが、現在では犬猫その他の小動 

物におされて、なかなか小鳥を飼う方に会うことはありません。我が家の白文鳥は、その真っ白な 

羽と赤い嘴が美しく、手乗りで人懐こくかわいいものです。白文鳥発祥の地であり生産地である愛知県 

弥富市では、全盛期には 200 軒以上あった文鳥農家が、今はたったの 2 軒になってしまったとのこと。 

そんな中、県内の高校では「文鳥プロジェクト」と題し、弥富文鳥文化の復活のために情報発信や文鳥の繁殖 

に取り組んでいるそうです。若い人たちの頑張りを、文鳥を愛する者として応援しています。  

⇒ 次回は ホームヘルプセンター武蔵野  三上 香住 

 

 

 

 

 

⇒次回は 部署 氏名 

 

 

 

⇒ 次回は  

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 ４月 10日(金)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 ４月 24日(金) 10時 30分から 12時 

場 所 高齢者総合センター ４階研修室 

(吉祥寺駅から徒歩十分またはバス停「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「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 

 

 

(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 

 

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 

 
ご寄付 横川眞理子様 50,000円 

有難く拝受いたしました。 

横川様は福祉公社ご利用者の故高松央子様の 

ご親族で、使途は公益目的事業とのご指定です。 

家族介護教室 

日 時 ４月 24日（金）13時 30分から 15時 

場 所 高齢者総合センター１Fデイルーム 

費 用 100円（茶菓代） 

定 員  20名（申込み順） 

問合わせ 在宅介護・地域包括支援センター 

申 込  ☎ 51－1974 


