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運営監視委員会歳Ś鏤 25日θ金χ削開催細参擦裁冴甑監視対象朔烋耨 26烝ǖ鏤ǖ日栽晒Ľ鏤 30日擦埼昨業務埼

際甑期間中昨利用者数朔腰独自昨権利擁護宙業 152隣腰耨烝後見人等溜任 65隣腰地域福祉権利擁護宙業ǘ隣腰任意

後見契約締結Ľ隣腰θ生活保護溜給者χ金銭管理支援宙業 16隣腰金銭管理θ出納宙務χ回数朔 2,244件埼裁冴甑 

委員会埼朔宙業実績等業務全般腰専門職委員削皿傘金銭管理θ出納宙務χ碕保管物昨全件検査昨結果等歳報告細参腰

質疑応答腰意見交換等歳作細参擦裁冴甑委員会栽晒朔適正作業務執行碕講評細参擦裁冴甑 

超後碕雑腰運営監視委員会昨指棡削沿い腰宙業昨充実発展削昧薩腰市民昨皆様昨採役削立阪冴い碕存載擦際甑 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ｑḿ採疲参様埼裁冴甑宙前昨検査朔鷺昨皿う作雑昨埼際栽甑 

Ａḿ私碕補妹者ǘ人埼腰出納業務昨領収書類碕預金通帳昨照合燦一肴一肴際冊崎行い擦裁冴甑2,244件昨全件検査

埼際甑罪参碕腰新規利用者 24隣昨保管物雑テ産目録碕照合裁作歳晒ǖ件ǖ件確認裁擦裁冴甑 

午前 10時削開始裁腰採昼休札燦朔細珊埼午後昨ǚ時半擦埼ǜ時間半栽栽三擦裁冴甑 

Ｑḿ会計昨専門職栽晒昨評価朔鷺昨皿う作雑昨埼際栽甑 

Ａḿ福祉公社埼朔ǖ件昨出納燦ǜ人歳チェック裁崎決裁細参擦際甑実務碕裁崎朔十便碕言え擦際甑 

客観性腰晧全性雑保冴参崎い擦際甑振込昨場合削朔手数料雑加味裁崎銀行燦選索腰利用者昨経︸的ヅ担燦減晒

際心遣い歳感載晒参擦際甑堅実埼際甑埼雑腰会計朔遺漏作采ǖ付雑璽旨歳あ榊崎朔作三擦在珊甑 

適正埼あ傘祭碕朔当冴三前昨祭碕埼際甑罪参削腰出納朔利用者昨生活削即裁崎作細参傘昨埼腰皿三深い実質的

作検査昨冴薩削朔腰耿々雑福祉昨爾ネ施磁ン詞昨勉強歳必要碕考え崎い擦際甑 

Ｑḿ祭参栽晒昨公社宙業削期待際傘祭碕朔何埼際栽甑 

Ａḿ権利擁護燦磁使ン削新宙業燦検討中碕聞い崎い擦際歳腰築い崎済冴公社昨信頼性燦裁榊栽三碕維持裁崎 

市民燦晤榊崎采坂細い甑公社祭罪腰罪昨適任者坂碕確信裁崎い擦際甑 

福祉ツ社┏ﾎ昭和 55年に設立ビ┬た全国初┎行政関与型在宅

サヸビ]機関┇ベﾏ誌名ﾘ羅針盤ﾙ┏パ利用者を包括的に支援

ブﾎそ┎人生┈共に歩┠サヸビ]┎基本姿勢を表ブた┢┎┇ベﾏ 
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発行日 烋成 26烝８月 10日懇第 17号θ月刊χ昏   

編集・発行  公益財団法人 武蔵野市福祉公社         
イラ]ト 後藤章 

炎徃削球音歳高采響済腰40人歳白球燦追う季節埼際甑 

烈日削細晒細参冴草花鯖木々昨緑歳弭立削皿札歳え三擦際甑 

暦昨琢埼朔立秋燦過災冴碕朔言え腰擦坂擦坂腰 

炎暑昨日々歳続済擦際甑 

皆様削朔熱中症作鷺削斎留意作細三腰鷺う財 

採健鯖栽削採過斎裁託細い甑 

 

運営監視委員 

委員長 棚橋正尚 元武蔵野市高齢者福祉課長 

副委員長 山田修子  元武蔵野市藴害者福祉課長 

委員 矢島和美 民生児童委員第一地区会長 

委員 亀田義治 税理士 

委員 宮田浩志  領法書士  

 



 

  

 

 

 烋耨 25烝度昨収支朔以琢昨通三埼際甑決算報告昨詳細朔福祉公社次実痔時実施

θhttp://www.fukushikosha.jp/info/koukai/index.htmlχ擦冴朔本部宙務脉削崎閲覧埼済擦際甑 

 超後碕雑腰公益テ団法人碕裁崎収支相償昨経営削昧薩腰市民昨皆様昨採役削立阪腰公益削資際傘宙業燦実施際

傘脉存埼際甑宜裁采採願い申裁琢砦擦際甑 

ォ単位：円䐢

科　　　　　　　　　目 当烝度 前烝度 増減 科　　　　　　　　　目 当烝度 前烝度 増減

腭 資 産 の 部 膻 ヅ 債 の 部

  臤．流動資産   臤．流動ヅ債

          現金預金合計 38,543,088 48,355,918 △ ズ,スゲコ,スゴケ           流動ヅ債合計 49,092,375 58,094,702 △ ズ,ケケコ,ゴコジ

          その他流動資産合計 67,504,346 64,812,113 2,692,233   𦣪．固定ヅ債

          流動資産合計 106,047,434 113,168,031 △ ジ,ゲコケ,ザズジ           ヅ債合計 103,610,030 110,780,613 △ ジ,ゲジケ,ザスゴ

  𦣪．固定資産

          基本テ産合計 418,097,259 418,570,559 △ サジゴ,ゴケケ 臊 正 味 テ 産 の 部

          特定資産合計 616,063,064 564,166,090 51,896,974   臤．指定正味テ産

          その他固定資産合計 52,791,843 58,476,726 △ ザ,シスサ,ススゴ          寄附金 418,097,259 418,570,559 △ サジゴ,ゴケケ

          固定資産合計 1,086,952,166 1,041,213,375 45,738,791           指定正味テ産合計 418,097,259 418,570,559 △ サジゴ,ゴケケ

         膅うち基本テ産への充当額䐢 膅サゲス,ケズジ,コザズ䐢 (418,570,559) ォ△サジゴ,ゴケケオ

  𦣪．一般正味テ産 671,292,311 625,030,234 46,262,077

         膅うち特定資産への充当額䐢 (563,377,153) (511,480,179) (51,896,974)

          正味テ産合計 1,089,389,570 1,043,600,793 45,788,777

          資産合計 1,192,999,600 1,154,381,406 38,618,194           ヅ債 及び 正味テ産合計 1,192,999,600 1,154,381,406 38,618,194

公益テ団法人　武蔵野市福祉公社

貸　　借　　対　　照　　表

烋成コシ烝臬月ゴゲ日現在

 

 

戻町高齢者止ンタ実昨斎利用者朔腰例烝腰祭昨時期腰載皐歳い雑 

掘三燦楽裁札擦際甑 

超烝朔腰6鏤 26日θ木χ削実施裁擦裁冴甑 

毎烝腰近隣削採撤擦い昨森田氏昨斎好意埼腰丹精裁冴畑燦 

斎提供い冴坂い崎い擦際甑 

当日朔斎利用者腰滋鹿ン至伺仔腰詩鹿使飼実昨総勢 23人歳参加裁腰和気あいあい腰昔話鯖戦時中昨逸話

作鷺埼盛三琢歳三腰見宙削育榊冴載皐歳い雑燦楽裁采収穫裁擦裁冴甑 

罪裁崎腰斎利用者歳汗燦流裁収穫裁冴載皐歳い雑埼大矢栄養士歳坤極細千勉三載皐歳い雑昨酢昨物墾燦

作三腰昼食削提供裁擦裁冴甑擦細削地産地消埼際甑 

 

 

 

 

 

材料鰺4人δ鯲鰡プ┣ゼい┢ 120ｇ(中 3個)ヷ水 200ccヷた┞┍ダ 60ｇ(1/2個)ヷ牛乳 400cc 

       コンソメ 4ｇヷ塩 2ｇヷバタヸ 4ｇヷバブょう 少々 

e プ┣ゼい┢┏皮を┠ゾ小ビヂε┫ﾏ玉┍ダ┏薄ヂ]ライ]ベ┫ﾏ 

f 鍋にバタヸを溶ズブﾎた┞┍ダﾎプ┣ゼい┢を炒┡┫ﾎ水┈コンソメを入┬┆柔┩ズヂ煮┫ 

g 荒熱を┈┪ﾎミキサヸにズけ┫ 

h hを鍋に戻ブ牛乳を加え┆軽ヂ火にズけﾎ塩コ‶ョウ┇味を調え┫鰺パセリをトッピングベ┫鯲 

 

 

http://www.fukushikosha.jp/info/koukai/index.html


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

高齢者総合止ンタ実在宅跳護支援止ンタ実 

 保健師 高山雅子 

 残暑歳続済擦際甑夏飼至際傘祭碕作采腰元気削秋燦迎え冴い雑昨埼際搾甑 

夏飼至際傘碕腰体歳坂傘采作傘腰い晒い晒際傘腰鯖傘気歳起済作い腰熱榊撮い感載歳 

際傘腰立阪采晒札歳際傘作鷺昨症状歳出擦際甑 

超回朔腰夏飼至燦跳搾除砕腰元気削暑細燦乗三済傘治使ン詞燦斎紹跳裁擦際甑 

1.食事 

暑い碕胃昨消尤機能歳徹託裁栄養昨吸収歳 

悪采作三食欲不振燦招済腰罪昨結果腰必要作 

栄養素歳不足裁鯖際采作傘昨埼注意裁擦裁鮫う甑 

★夏燦元気削過斎際冴薩削朔腰 

質ビタ璽ン Bǖθ豚肉質豆類質指爾質鴫飼実質削珊

削采質う作災等χ 

質璽ネ鹿識θ海藻類質椌魚類質次タ至質大豆質 

 ソ鹿爾磁等χ 

質タン歯ク質θ肉類質魚跳類質大豆製品腰乳製品等χ

燦皿采摂流際傘皿う削腰祭祭山歳砕擦裁鮫う甑 

2.睡眠 

蒸裁暑い碕夜雑寝41裁采腰熟睡埼済際疲参歳冴擦榊

崎裁擦い擦際甑晧眠埼済傘工彿燦裁擦裁鮫う甑 

★寝41裁い日朔腰氷枕燦使用裁腰冷胖質扇風機燦使

い擦裁鮫う甑冴坂裁腰冷胖昨設定温度朔託砦過災

作いθ28度前後χ皿う削裁擦裁鮫う甑 

 擦冴腰扇風機雑冷胖雑風歳直接当冴晒作い皿う削 

工彿裁擦裁鮫う甑直接風歳当冴傘碕寝冷え昨原因 

削作三擦際甑 

3.水分補給 

夏朔気温歳琢昇裁体温雑琢歳傘冴薩腰栽晒

坂朔汗燦栽い崎体温燦託砦皿う碕裁擦際甑 

罪昨冴薩腰通常皿三雑多采昨水便歳必要削

作三擦際甑 

★夏朔昨鷺歳⎫い崎い作采崎雑腰 

 祭擦薩削水便補給燦裁擦裁鮫う甑 

θǖ日合計 1,500～2,000mlχ 

 

 

 

4温度調整 

室不碕弸昨気温歳大済采違う碕腰急激作温

度変尤削栽晒坂歳肴い崎行砕剤削腰飼至崎

裁擦い擦際甑弸碕室不昨温度差燦少作采際

傘工彿燦裁擦裁鮫う甑 

★自宅埼朔冷胖昨設定温度燦高薩削裁崎腰 

扇風機燦併用裁擦裁鮫う甑 

★冷胖昨効い冴場脉削朔琢着燦 1 枚持参

裁崎際犀削羽織参傘皿う削裁擦裁鮫う甑 

 

 
 

 

 

 

 

    夏飼至予防昨冴薩削朔腰生活式枝痔燦整え傘祭碕雑大勉埼際甑 

冴碕え柵腰朝朔決擦榊冴時間削起済傘腰朝起済冴晒カ実至ン燦開砕崎徂陽昨光燦浴索傘腰 

1日 3回済阪珊碕食宙燦際傘腰碕い榊冴祭碕雑鐚効埼際甑 

生活式枝痔燦整え腰琢昨 4肴昨治使ン詞削気燦肴砕崎腰元気削残暑燦乗三勉三擦裁鮫う！ 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

次陵朔烋耨 26烝Ť鏤 10日発行予定埼際甑 

 

福祉ツ社ホヸムペヸ[ 

URL http://www.fukushikosha.jp/ 

 

 

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鰺デイサヸビ]センタヸ鯲 

 

東京都武蔵野市衛祥寺北町４－鰆－鰆６ 

☎0422-54-5300 バ]停ﾘ北町四丁目ﾙズ┩徒歩三δ 

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 

 

高齢者総英センタヸデイサヸビ]センタヸ 

夏祭┪┎ジ知┩せ 

恒例昨夏祭三埼際甑往采夏燦惜裁札腰斎利用者碕滋鹿ン至使仔腰

地域昨皆様碕昨心あ冴冴擦傘交流昨策碕碕済埼際甑 

当日会場匙採越裁采坂細い甑採待阪裁崎採三擦際甑 

日時  Ş鏤 29日θ金χ  11時栽晒 14時 

場脉  高齢者総合止ンタ実視使支実ビ旨止ンタ実 

出裁物 和徂鼓 SOH削皿傘演奏腰採札祭裁腰金魚際采い 

載皐珊砕珊志実痔腰飼孜実作鷺 

焼済罪柵腰採削災三腰フ鹿使詩治至詞腰え坂擦薩 

各種飲札物作鷺斎用意裁擦際甑 

費用   無料   

問合在  視使支実ビ旨止ンタ実  51-2933 

介護者支援教室 ┟┉┪┎輪 

日時 Ş鏤 27日θ水χ13時 30便栽晒 15時 

場脉 高齢者総合止ンタ実ǜ階研修室 

不容 坤訪問跳護昨実薇碕祭祭山昨師仔墾 

講師 訪問跳護旨至実斯ョン細細え 大江寛氏 

問合在質申込 在宅跳護支援止ンタ実 51Ḿ1974 

                 第ǚ回  窺 通勤路昨夏燕 丑    在宅支実ビ旨課 椌林 策碕札 

通勤埼利用際傘飼旨停留脉朔腰採肉屋細珊昨際犀前削あ三擦際甑Ş烝ほ鷺前栽晒腰罪昨店昨軒託削燕歳巣燦肴采三腰

毎烝子育崎燦際傘皿う削作三擦裁冴甑罪昨姿燦見崎腰Ą鏤栽晒Ś鏤削栽砕崎ǘ回卵燦栽え際祭碕腰ǚ週間ほ鷺埼巣立肴

祭碕歳わ栽三擦裁冴甑剤榊碕輪載肴歳い歳利用際傘昨埼裁鮫う栽腰毎烝少裁剤肴巣昨改築ş燦裁崎大済采作榊崎い済擦

際甑ふ尤裁崎際犀朔様子歳わ栽三擦在珊歳腰裁柵晒采経肴碕腰策作朔罪山榊崎巣昨弸削顔燦並冊崎親鳥歳餌燦運珊埼采

傘昨燦腰採碕作裁采待榊崎い擦際甑罪う作傘碕巣昨弸削排泄燦際傘皿う削作傘昨埼腰採肉屋細珊昨採載細珊雑新聞紙燦

用意裁腰時々交換燦裁崎子育崎燦見晤榊崎い擦際甑去烝朔巣歳少裁壊参崎裁擦榊崎い崎腰姿燦見傘祭碕朔作采腰細索裁

い気歳裁擦裁冴歳腰超烝朔擦冴腰罪昨光景燦見傘祭碕歳出来崎ほ榊碕裁擦裁冴甑ネ思雑鳥雑大好済作私削碕榊崎腰祭昨

時期腰行済帰三昨楽裁い策碕時埼際甑高齢者総合止ンタ実埼雑忠度目昨雛歳元気削四羽育榊崎い傘碕聞済擦裁冴甑 

済榊碕私鯖採肉屋細珊昨採載細珊碕輪載気持阪埼見晤榊崎い傘昨埼裁鮫う甑   ⇒  次回朔総務課 新谷擦鷺栽 

ツ社ズ┩┎ジ知┩せ 

老いプたヂ講座 

誰削埼雑訪参傘老い削備え腰元気作う阪栽晒準備裁崎腰 

尊厳あ傘老後生活燦築済擦裁鮫う 

日時   Ş鏤 28日θ木χ 13時 30便栽晒 15時 

場脉   福祉公社 1階会議室 

不容   耨烝後見制度削肴い崎 

問合在質申込 在宅支実ビ旨課後見係 23Ḿ1165 

 


