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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。

蔦若葉のなめらかな葉が艶やかに輝き、菖蒲が咲き競う季節、令和の時代

＜紙面から＞

となりました。昭和から平成を経て、令和に引き継がれる福祉公社の創業

平成３１（2019）年度事業計画 収支予算

理念は、すべての市民に安心できる老後生活を保障することを目指すこと

みんなで歌おう うたごえの集い

です。そして、全人的支援の視座からのサービス提供は創業時から培って
きた福祉公社の伝統です。これを継承発展させ、市民

・・・・１ページ

武蔵野東小学校車いす講座
デイサービスお花見ドライブ

・・・・２ページ

後期講座発表会 介護職員初任者研修受講者募集
福祉の向上に寄与することが、新時代を迎える福祉
公社の心新たな希望であり決意です。

平成 31（2019）年度

北町高齢者センターメモリアルルーム
お知らせ リレーコラム

事業計画

・・・・３ページ
・・・・ ４ページ

収支予算

３月１日の理事会、同 13 日の評議員会において、平成 31（2019）年度の事業計画案、収支予算案
が審議され、承認されました。
昨年 10 月の市の 65 歳以上の老年人口は 31,958 人、高齢化率 22.5%ですが、2048 年には 49,989
人、31.8%と予想されています。これに対応するためには介護人材の発掘育成は喫緊の課題です。
福祉公社は充実した人材育成の実施、お仕事フェアや就職相談会の開催による就職支援、福祉
事業者等への支援を通し、市から受託した地域包括ケア人材育成センターの運営に注力します。
また、高齢者の単独世帯は平成 27 年に 8,412 世帯でしたが、2045 年には 14,504 世帯に、高齢
夫婦のみの世帯は 5,897 世帯から 8,961 世帯に増加する見込みです。
親族による支援が稀薄な高齢者が、心安らかに在宅生活を送れるように、成年後見制度の利用促
進やエンディング支援が求められています。福祉公社は、ご利用者の健康保持期から終末期までを
一貫して支援する、全人的支援のノウハウを活用し、これらの事業を市から受託し実施します。
福祉公社の事業では、介護職員処遇改善加算Ⅰの取得や働き方改革宣言奨励金の申請などにより、
賃金の増額や超過勤務の縮減、年次有給休暇の取得促進に取り組み、武蔵野の福祉のために職員が
存分に力を発揮できるような、働きやすい職場づくりに努めます。
また、より効率的で使い勝手が良く、生産性が向上することを企図して、情報システムを更新し
ます。
これらにより、市民福祉の向上を目指し、一層の努力と研鑽を積んでまいります。
詳しくはホームページ（URL http://www.fukushikosha.jp/）をご覧ください。
平成 31（2019）年度重点項目
１ 地域包括ケア人材育成センターによる人材発掘・育成事業の実施
２ 一人暮らし高齢者等の支援のためのエンディング支援事業の市からの受託
３ 情報システム更新による生産性の向上

みんなで歌おう うたごえの集い

～歌声喫茶ともしび～

去る３月 29 日、恒例のうたごえの集いが、高齢者総合センターで開催されました。
106 名の皆様がご参集され、心ひとつに、懐かしのフォークソング、抒情歌を熱唱
しました。皆様からのリクエストで「白いブランコ」「北上夜曲」など 13 曲の歌声が
響きわたり、途中で社会活動センターの「日本の歌」講座の徳永喜昭講師がゲスト参加し、会場は
大いに盛り上がりました。「30 年、40 年前に歌った時代を思い出し、懐かしく、楽しかった」と、
皆様は異口同音に感想を述べていました。
「歌は世に連れ、世は歌に連れ」、メロディーと歌詞が、
それぞれの時代とその思い出を運んでくれます。
今後も皆様のご要望にお応えし、様々な行事を企画いたします。
心ひとつに熱唱

歌声喫茶「ともしび」本道氏、演奏は斉藤氏

「日本の歌」徳永講師

武蔵野東小学校

「相手の立場になって考える

～ 車いす講座

～」

２月 28 日、武蔵野東小学校４階講堂で、車いす体験の授業がありました。住宅改修・福祉用具相
談支援センターと高齢者総合センター在宅介護・地域包括支援センターの職員が講師です。３年生
の「相手の気持ちになって考える」という授業の一環で毎年の恒例講座です。車いすの種類、使い
方、注意点の説明の後、２人一組となり、乗る人、押す人を交互に体験。また、一人ひとりが直進、
U ターンの自走体験をしました。質疑応答では「車いすの方は階段はどうするのか」「エレベータの
ボタンを押すのは大変ではないか」など、ハッとさせられる素朴な質問が次々に出されました。
「エレベータの中にある鏡の意味におどろいた」「車いすは人におしてもらうと楽だが、自分でや
るとかなり難しかった」「困っている人がいたら助けようと思う」「人
のための設備があるのは、とても便利ということが分かった」などの
感想文が後日届きました。次代を担う心優しい世代の育成に少しでも
貢献できたのでは、と一同、大変嬉しく思いました。

桜満開

お花見

ドライブ

高齢者総合センターデイサービス

４月初旬の４日間、毎年恒例のお花見をしました。今年は桜の開花は早かったも
のの、気温の低い日が続き、満開の桜を満喫できました。花見行のバスは緑町の公
団住宅をゆっくりと回り、花吹雪の中を進みます。
桜の花弁は春風に舞い散り、車窓からの美しい景色に、
コーヒーで乾杯♪
ご利用者の皆様は「わぁ～、綺麗ね～」と歓声を上げま
す。NTT 通りから市役所通りの桜のトンネルを抜けて七福で
休憩。ケーキセットを頂きました。しっとりとした美味し
いチョコレートケーキとコーヒー、紅茶で会話も弾みまし
た。春のひと時、ゆったりとした時間を過ごし、こころも
おなかも満たされました♡

介護職員初任者研修受講者募集
高齢者や障害者の皆様が地域で自立した生
活を送れるように、ホームヘルパーをはじめ

３月 19 日に開催しました。
平成 30 年度から文化祭に代わ
り、前期・後期の講座修了時に開
催しています。今回はバイオリン
入門、マジック、日本の歌、コーラス、フラダン
ス、ギター入門、ジャズダンス、シャンソン、世
界の歌、ポップス、ミュージカル体験の全 11 講座
が参加しました。
出演した受講者の皆様
は、一様に溌溂として晴
れやかな表情で受講の成
果を披露していました。観覧者は心からのエール
を送っていました。
終始和やかに、舞台と会
場が一体となり、立ち見も
でるほどの大盛況でした。

とした介護の担い手を養成するために、実施
します。約 4 か月の期間を設け、受講の便宜
を図っているのが特徴で、誰もが迎える老後
に備える基礎事項を網羅しています。受講後
は一定の実務経験を条件に受講料の 8 割を返
還する制度もあります。
5 月 29 日（水）から 9 月 11 日（水）
延べ 25 日間、計 132 時間
講義・演習 124 時間、実習 6 時間、
追加プログラム 2 時間
募集人員 12 人
受講料 50,000 円 テキスト代 5,400 円
募集要項配布場所
市高齢者支援課、福祉公社本部、
各在宅介護・地域包括支援センター
問い合わせ 地域包括ケア人材育成センター
日程
内容

☎ 20－3741

市立北町高齢者センターは、地域医療に貢献なさった山﨑浩医師・名誉市民山﨑倫子医師ご夫妻に
よる不動産寄付を基に、昭和 62 年 10 月に開設されました。全国初の単独型デイサービスセンターと
して、また、英国王室のダイアナ妃が訪問なさった福祉施設としても著名です。
倫子先生は長く日本女医会の会長を務められ、女医の地位向上に尽力し、国連総会に出席するなど
世界的にも活躍された方です。山﨑先生ご夫妻の無私の地域福祉へのご功績を顕彰するために同セン
ター内にメモリアルルームが設けられました。ご夫妻から市民の相互扶助活動を学び、お二人を慕う
ボランティアの皆様により運営されています。
５月は倫子先生が 96 歳で逝去された月です。人生の最期までセンターの所
長職に在り、生涯現役を貫かれました。どうぞ、足をお運びくださり、武蔵
野の福祉の先人を偲んでいただければと存じます。
開 室 時 間

毎週火曜日

13:30～15:30

第三者評価受審
東京都福祉サービス評価推進機構による
福祉サービス組織・サービス第三者評価を、ホ
ームヘルプセンター武蔵野、ケアプランセンタ
ー、北町高齢者センター、高齢者総合センター
デイサービスが受審しました。今後も自己研鑽
に励み、外部の評価を活用し、よりよいサービ
ス向上に努めます。評価結果は以下をご覧くだ
さい。
とうきょう福祉ナビゲーション
http://www.fukunavi.or.jp/fukunavi/

問い合わせ 北町高齢者センター

武蔵野桜まつり 2019

☎ 54－5300

初出店

4 月 7 日、春爛漫、満開の桜にさそわれて賑わ
う桜まつりに初出店しました。福祉公社各部署
の事業やサービスを紹介するパネル展示、パン
フレットの配布など、行きかう市民の皆様にお
声かけしつつ、お隣の高齢者支援課のブースと
仲良く並んで、活動しました。
これからも、市民の皆様に
福祉公社事業をより深くご理
解いただけるように広報活動
に努めます。

公社からのお知らせ
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
時 ５月 29 日(水)18 時から 19 時 30 分

場

所 福祉公社 １階会議室

場 所 高齢者総合センター

１F デイルーム

参加費 無料
令和元年初の「みどりの輪」は、「介護施設紹介
センターみんかい」より講師を迎え、有料老人ホー

～ 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

「有料老人ホームってどんなかんじ？」
日 時 ５月 24 日（金）13 時 30 分から 15 時

準備して、尊厳ある老後生活を築きましょう。
日

家族介護教室「みどりの輪」

～

ムやその種類、特徴や料金などをお話しいただきま
す。ご興味のある方、ぜひお申し込みください。

時 ６月 14 日(金)13 時 30 分から 15 時

皆様のご参加をお待ちしております。

場 所 市民会館 第２学習室

問合せ・申込

問合せ

在宅サービス課

権利擁護センター

高齢者総合センター

申

☎ 23－1165

参加費用は無料です。

在宅介護・地域包括支援センター

込

「できることを

☎51－1974

プロジェクト」
北町高齢者センター 大木 節子
これは私が参加しているボランテイア活動の名称です。
東日本大震災の後、立ち上がり長く続いてます。
楽器支援から始まって、アートを通して着物で震災の記憶を伝えるプロジェクト
です。３月 11 日の津波は大変なものでしたが、そのあおりで呉服屋さんの着物も
被災、捨てられるところを活用し、洗い張り後、未来の子供たちへの応援旗 5×5
ネクストのパッチワークの布を飾ったりリメイクして舞台衣装にしたり、端切れで
シュシュや小物を作って皆さんに提供しています。
スヌード
被災反物は季節がら、桜の紋様が多かったので、桜の季節は複雑な思いで過ごす
一面もあります。
⇒ 次回は ケアプランセンター 武田美智代
編集・発行

公益財団法人

できるだけ

武蔵野市福祉公社

次号は令和元年６月 10 日発行予定です
東京都武蔵野市吉祥寺
武蔵野市福祉公社

武蔵野市吉祥寺北町１－９－１

バス停「武蔵野八幡宮前」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）

☎0422-23-2611

（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）

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

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）

福祉公社ホームページ
URL http://www.fukushikosha.jp/

武蔵野市立北町高齢者センター

武蔵野市地域包括ケア人材育成センター

東京都武蔵野市吉祥寺北町４－１－１６

URL

バス停「北町四丁目」から徒歩三分

http://www.m-machigurumi.jp/

ホームヘルプセンター武蔵野

URL

http://help-musashino.jp/

☎0422-54-5300

業務時間

8：30～17：15（全て共通）

