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10月 18日腰坤朔作札剤済祭三墾歳開催細参擦裁冴甑 

雲策碕肴作い腰爽鯖栽作秋晴参削恵擦参腰近隣昨採子細珊碕罪昨保護者昨方々腰地域昨皆様歳多数採い埼託細三腰

斎利用者碕斎家族燦あわ在崎腰127名昨斎参加燦得擦裁冴甑 

1階昨飼識実ン仔実詞碕汐実汐実釣三昨コ実試実削朔子供署昨朔裁皐犀声歳腰 

削災鯖栽削策索済渡榊崎い擦裁冴甑 

喫茶コ実試実埼朔腰採客様歳美味裁いコ実事実碕手作三屍紫姿実燦賞味作細三 

作歳晒腰作斎鯖栽削話細参腰設立当初栽晒昨姿而紫糸フ鴫実枝坤札珊作歳い崎腰 

鯖際晒災朔犀采殺腰コ璽自誌至伺ケ仔支竺ン墾昨雰噬気削満冴細参崎い擦裁冴甑 

恒例昨炊済込札斎飯腰芋昨子汁腰葡萄死式実腰焼済団子腰一肴策碕肴削心燦祭薩崎腰 

  止ン祉実昨手作三昨味燦斎提供埼済擦裁冴甑 

 ǘ階朔腰例烝削雑増裁崎賑わ榊冴手芸質粘土昨作品展示碕飼孜実昨会場埼際甑 

抽選埼腰特賞昨雌ン詩爾紫支実施質嗣旨至歳 10名削当冴三大好評埼裁冴甑 

罪昨暑昨寺竺歳施術燦滋鹿ン至伺仔埼裁崎託細い擦裁冴甑 

止ン祉実朔い肴雑四季折々昨音楽削満冴細参崎い擦際甑 

最後削親質子質孫濯世代昨長谷川先生フ仕璽式実質コン支実詞燦鑑賞裁腰 

音楽指棡燦創設以来担当作細榊崎い冴広瀬先生昨 

指揮埼腰祭祭山燦策碕肴削合唱裁擦裁冴甑       

止ン祉実朔滋鹿ン至伺仔昨皆様削支え晒参腰運営細参崎い擦際甑 

超烝昨朔作札剤済祭三削朔滋鹿ン至伺仔 66名 

昨皆様栽晒斎尽力燦賜三擦裁冴甑 

当日朔雑阪山珊昨祭碕腰半烝前栽晒準備裁崎 

託細榊冴実行委員鯖滋鹿ン至伺仔昨皆様削腰 

心皿三御礼申裁琢砦擦際甑 

 

来烝雑良済伝統燦晤三腰皿三一層腰地域削開栽参冴朔作札剤済祭三歳開催埼済傘 

皿う腰斎協力託細傘際冊崎昨皆様碕手燦冴剤細え崎擦い三擦際甑 
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北町高齢者セン㌫▷媾はなみ蔾き祭《𡨚◁◁◁   ⒊ペ▷ジ 

介護職員初任者研修修了       ◁◁◁   ⒋ペ▷ジ  

中澤ヘ篝パ▷金夛㍊篝 硼役立ちナビ ◁◁◁   ⒌ペ▷ジ 
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福祉ツ社┏ﾎ昭和 55年に設立ビれた全国初┎行政関与型在宅

サヸビ]機関┇すﾏ誌名ﾘ羅針盤ﾙ┏パ利用者を包括的に支援

しﾎそ┎人生┈共に歩むサヸビ]┎基本姿勢を表したも┎┇すﾏ 

発行日 烋成 26烝 11月 10日懇第 20号θ月刊χ昏  

編集・発行  公益財団法人 武蔵野市福祉公社          

福祉ツ社通信 

イラ]ト 後藤章 

晩秋栽晒初冬匙移三行采 11月埼際甑 

先月中旬削朔季節外参昨夏日雑あ三擦裁冴歳腰日毎削冷え勝

三腰木々昨葉歳あ菜鯖栽削色咲済擦際甑 

㋽葉前線朔北栽晒南匙腰山夌栽晒山麓匙進珊埼い済擦際甑 

鷺う財腰皆様削朔採健鯖栽削採過斎裁采坂細い甑 

 

 

長谷川先生フ仕璽式実質コン支実詞 

広瀬先生昨指揮埼合唱 

削災わう飼孜実会場 

名物 焼済団子 
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市昨擦阪犀傘札子育崎応援事業昨一環碕裁崎腰坤2014示示寺竺施史屍詞雌竺司伺ン 

使持ン詞＠緑町墾歳 10月 25日削開催細参擦裁冴甑当日朔思い思い削仮装裁冴腰可愛い 

ǹ歳栽晒 12歳昨子鷺雑冴阪 50人歳腰入参替わ三立阪替わ三腰止ン祉実燦訪参擦裁冴甑 

Trick or Treat坤い冴剤晒栽採菓子栽墾碕唱え傘子供冴阪削腰雌竺司伺ン昨風習削従い腰 

細細鯖栽作採菓子燦桜傘擦い擦裁冴甑地域昨商店会鯖施設碕子育崎家庭碕昨桜参あい燦 

深薩腰地域昨子鷺雑冴阪昨耨長燦擦阪犀傘札埼見晤傘運動昨良い契機碕作三擦裁冴甑  

 

 

 

団塊世代昨跳護需要削応え傘冴薩削朔腰2025烝擦埼削跳護職員数燦現圻昨㋼ 150万人栽晒 250万人削増加細在傘必

要性歳叫柵参崎い擦際甑福祉公社朔昭和昨時代栽晒慈識歯実燦養耨裁崎済擦裁冴歳腰祭昨燵腰Ľ月ǜ日削始擦榊冴跳護

職員初任者研修歳Ť月 26日削修了裁擦裁冴甑 

福祉公社昨研修昨特徴朔㋼ǜ栽月昨期間削 27日昨講義日燦設砕腰余裕燦雑榊崎 

講義質演習 126時間腰実習 10時間燦学鮭点埼際甑22名歳溜講裁 21名歳修了腰 

1名朔補講腰評価試験燦溜砕資格燦流得際傘予定碕作榊崎い擦際甑 

福祉公社朔腰修了生歳一定昨実務要件燦満冴在柵溜講料昨 80％歳返還細参傘ケ仔 

姿而式仔 26制燵燦独自削設砕腰福祉人闍昨育耨削昧薩崎い擦際甑 

修了生削使ン祉似自実裁冴所腰坤福祉腰跳護削肴い崎察拶何雑知晒作い状態埼溜講裁擦裁冴歳腰祭珊作削色々作意味

埼充実裁腰鴫持識昨高い研修坂碕朔思い擦在珊埼裁冴甑墾坤θ慈識歯実朔χ誰削埼雑埼済傘採手伝い細珊的作雑昨栽碕思

榊崎い擦裁冴歳腰祭昨研修燦通裁腰自立支援作鷺専門的作旨姿識燦必要碕際傘仕事埼あ傘祭碕燦学索擦裁冴甑墾碕昨斎

感想燦夌済擦裁冴甑修了者昨方々昨超後昨斎活躍燦期待裁肴肴腰福祉公社朔腰祭参栽晒雑慈識歯実養耨燦通裁崎腰市昨

福祉人闍昨確保削昧薩傘所存埼際甑 

 

 

 

地域福祉権利擁護事業朔烋耨 11烝 10月削始擦榊冴腰跳護保険制燵腰耨烝後見制燵碕密接不可便昨関係削あ傘制燵埼

際甑東京都社会福祉協議会歳実施主体碕作榊崎い擦際甑墓断能力歳不十便作方歳自宅埼自立裁崎生活歳送参傘皿う腰日

常生活自立支援事業碕裁崎腰契㋼削基咲い崎福祉支実似旨昨利用援妹鯖福祉支実似旨利用料等昨支払い削伴う日常的金

銭管理腰裴要書類昨娣栽三等燦行い擦際甑各市区町闌昨社会福祉協議会歳実施主体栽晒溜託裁崎支実似旨燦提供裁擦際甑  

市埼朔圻宅福祉支実似旨碕独自昨権利擁護事業燦総合的削提供裁腰賜司雌司燦蓄積裁崎済冴福祉公社歳担榊崎い擦際甑 

来烝燵栽晒朔腰福祉公社昨圻宅支実似旨課後見係昨支実似旨体系昨改変削伴い腰独自昨権利擁護事業削代わ三地域福 

祉権利擁護事業燦積極的削実施裁擦際甑少子高齢腰無縁社会歳進行裁崎い采中埼腰際冊崎昨市民昨皆様歳晧心裁崎圻宅

生活燦送参傘皿う力燦尽采裁擦際昨埼腰宜裁采採願い申裁琢砦擦際甑 

地域福祉権利擁護事業昨基本支実似旨碕利用料金θ東京都社会福祉協議会 標準料金準拠χ 

福祉支実似旨昨利用援妹 

福祉支実似旨昨利用方法鯖手続済削関際傘相談等燦援妹

裁擦際甑1回 1時間擦埼 1,000付 

地域福祉権利擁護事業昨斎

相談朔腰圻宅支実似旨課 

後見係θ℡23-1165χ匙 

採気軽削斎連絡託細い甑 

日常的金銭管理支実似旨 

日常生活削必要作娣貯金昨払い戻裁鯖娣砕入参腰公共料金昨支払い燦採手伝い裁擦

際甑通帳保管昨状況埼利用料金歳異作三擦際甑 

斎利用者保管 1回 1時間 1,000付 公社保管 1回 1時間 2,500付  

書類等娣栽三支実似旨 

烝金証書鯖権利証作鷺日夤使わ作い大勉作書類

燦採娣栽三裁擦際甑1栽月 1,000付 

魔女っ子に お菓子を 

 



 

  

  

                                 コン糸資ン旨仔詩飼使孜実 牧褫美奈子 

  私朔腰高齢者総合止ン祉実削月 2回専門相談碕いう形埼勤務裁崎い擦際甑 

坤コン糸資ン旨墾碕朔坤排泄昨コン詞竺実識歳肴い崎い傘状態墾燦表際言葉埼際甑 

排泄削肴い崎塡常作状態燦保肴祭碕朔大勉埼際歳腰加齢鯖病気腰身体昨障害削皿榊崎漏参傘質出削采いθ出作いχ

回数歳多い質耿慢歳埼済作い作鷺様々作症状歳採祭榊冴時腰罪昨症状歳日常生活削悪影響燦及拶細作い皿う削コン

詞竺実識際傘祭碕雑腰擦冴腰コン糸資ン旨昨考え方埼際甑 

排泄障害朔子供昨夜尿腰要跳護者削起祭傘雑昨腰健常作方削起祭傘雑昨作鷺様々埼際甑 

原因歳涉え柵檮応策雑涉い擦際甑超回斎紹跳際傘昨朔腰特削女性燦檮象削裁冴失禁予防体操埼際甑 

超問題昨作い方朔将来昨予防昨意味埼腰現圻腰咳鯖采裁皐札腰体燦動栽裁冴碕済作鷺削漏参歳あ傘方θ腹坎性尿

失禁χ腰阪鮫榊碕気削作傘方朔腰自己昨昧力埼改善歳期待埼済傘檮応法埼際甑 

 

 

 準備 Ź 深呼吸裁崎腰全身昨力燦抜采 

 体操 Ź 採作晒燦耿慢際傘感載埼腰肛門燦裁薩傘感覚燦体感際傘 

会 早采裁薩傘θ閉薩崎腰緩薩崎ǖ腰ǘ腰ǖ腰ǘ碕いう感載χェ10回 

解 長采裁薩傘θ閉薩榊窄作裁埼Ą秒間χェ10回 

質 会碕解燦毎日ǚ～Ą止紫詞 

質 息朔溺薩作い 

質 採腹鯖採尻削力燦入参作い 

質 毎日続砕傘！ 

   

祭昨体操朔腰動い崎い作砕参柵腰い肴埼雑鷺祭埼雑埼済傘運動埼際甑 

必剤裁雑噪昨皿う作姿勢埼作采崎雑栽擦い擦在珊甑擦剤朔採試裁采坂細い甑 

坤鷺う雑わ栽晒作い…墾腰坤雑榊碕裁榊栽三相談裁冴い墾碕いう方朔腰採気軽削斎連絡託細い甑 

○高齢者総合止ン祉実 圻宅跳護支援質補妹器具止ン祉実 コン糸資ン旨相談θ要予㋼χ ℡ 51-1974 

○NPO法人 日本コン糸資ン旨協会 排泄昨採困三斎碕電話相談 

相談日 木曜日質日曜日 10時～16時   ℡ 050-3786-1145θ璽試耳竺実使使斯紫コχ 

       

 

採役立阪試似  

 

 

ﾖ 予防体操┎パ案内 ﾗ 

 

世界爾旨祉実枝水泳選手権第 15回大会歳腰8月 3日栽晒 8月 9日削示ン詞式士実識埼開催細参擦裁冴甑 

次実痔慈識寺止ン祉実武蔵褫削所属際傘中澤昭子慈識歯実朔腰罪昨坤75歳～79歳部門墾削嗣ン詞式実裁腰士

実寺ン司四実祉実3,000磁実詞識埼見事腰金磁私識削輝済擦裁冴甑 

中澤慈識歯実朔腰第 14回大会坤70歳栽晒 74歳部門墾埼第 4位碕作三擦裁冴歳腰磁私識燦逸裁冴口惜裁細燦 

飼資削腰毎日 4,000磁実詞識以琢泳い埼精進燦裴搾腰第 15回埼栄冠燦勝阪流榊冴昨埼際甑 

日々腰斎利用者匙昨援妹削忙裁い中腰強靭作精神力埼練習燦裴搾腰最高昨結果燦 

出裁冴祭碕朔腰擦細削健康長梹昨模範碕作傘快挙碕言え擦際甑            

中澤慈識歯実昨採話 

坤コ実糸削ｗ休札作細いｘ碕言わ参傘采晒い腰2烝間本当削皿采練習燦裁擦裁冴甑 

最後朔磁私識埼朔作采全力埼泳災勉三冴い碕思榊崎い冴昨埼腰罪参歳署耨埼済 

良栽榊冴埼際甑新冴作目標燦模索裁崎い擦際甑墾               碕雑削喜鮭中澤慈識歯実碕理事長 

 

 

噪提供Źコン糸資ン旨施而歯ン 



 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

               第 6回  窺縁昨託昨力持阪丑       高齢者総合止ン祉実 椌褫 宗祐 

私朔腰福祉公社削入職裁崎栽晒 10烝間腰高齢者総合止ン祉実視使支実似旨止ン祉実昨ケ仔ワ実始実θ跳護職χ鯖 

現質後見係昨氏実斯而識ワ実始実θ相談援妹職χ碕い榊冴専門職燦経験裁崎済擦裁冴甑現圻朔高齢者総合止ン祉実昨

管理鯖社会活動止ン祉実昨運営燦行う業務燦担当裁崎採三擦際甑 

鷺阪晒栽碕いう碕腰専門職燦裏方碕裁崎支え傘役割歳多い昨埼際歳腰私朔祭昨役割削誇三燦持榊崎い擦際甑 

私朔長烝腰仔磁式始ンフ紫詞滋実識碕いう旨治実肢燦愛好裁崎採三擦際歳腰祭昨旨治実肢削朔腰一試合燦通載崎察

碕珊鷺滋実識削触参作い腰坤鹿使ン爾ン墾碕いうｗ縁昨託昨力持阪ｘ冴阪歳い擦際甑味方昨選手燦体燦張榊崎晤傘祭

碕歳役割昨彼晒朔目立冴剤腰察碕珊鷺旨治紫詞鹿使詞歳当冴傘祭碕朔あ三擦在珊甑 

裁栽裁実朔腰彼晒昨活躍作裁削勝利朔作い碕言榊崎雑過言埼朔作い裴要作治施斯辞ン 

作昨埼際甑 

私朔腰現役選手昨碕済削朔鹿使ン爾ン埼朔あ三擦在珊埼裁冴歳θ鹿使ン飼紫始実碕 

いう晤備治施斯辞ン埼腰相手昨攻撃燦防犀役割埼裁冴χ腰福祉公社削採い崎朔腰婇強作 

坤鹿使ン爾ン墾碕作三腰斎利用者昨生活鯖腰専門職昨仕事燦ｗ縁昨託昨力持阪ｘ碕裁崎 

支え崎い済冴い碕願榊崎い擦際甑⇒ 次回朔次実痔慈識寺止ン祉実武蔵褫 高橋洋子   筆者昨果敢作祉紫屍識 

次号朔烋耨 26烝 12月 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ら徒歩三分 

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 

 

ツ社ズら┎ジ知らせ 

老い載冴采講燼 

誰削埼雑訪参傘老い削備え腰元気作う阪栽晒 

準備裁崎尊厳あ傘老後生活燦築済擦裁鮫う甑 

日時     烋耨 26烝 11月 25日θ火χ 

       13時 30便栽晒 15時 

場所     福祉公社本部ǖ階会議室 

不容     老い載冴采昨基礎知識 

問合在質申込 圻宅支実似旨課後見係  

℡ 23－1165 

 

老い載冴采質耨烝後見相談会 

悪質商法削騙細参冴腰金銭管理歳不晧等々腰権利擁護

事業鯖耨烝後見等昨利用埼解決歳可能埼際甑 

早薩昨檮応歳晧心生活昨始子埼際甑擦剤朔斎相談燦甑 

日時     烋耨 26烝 11月 25日θ火χ 

       13時 30便栽晒 16時 30便 

場所     高齢者総合止ン祉実 

不容     個慕具体的作斎相談燦承三擦際甑 

問合在質申込 圻宅支実似旨課後見係 ℡ 23－1165 


