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令和元年 10 月 第 79 号

福祉公社通信

１０月号

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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＜紙面から＞

秋空を彩る季節となりました。

人材育成センター 若者プロジェクト始動

この雲が出るとイワシが集まるので、

高齢者総合センターデイサービス夏祭り・敬老会

鰯雲とも呼ばれます。先月の台風 15 号は房総半島に大き

千川地域福祉祭り

な被害をもたらしましたが、荒ぶるも、静謐も天空は千変

介護職員初任者研修修了 北町センター敬老会

万化。しかし、皆様の日々は平穏無事が一番です。
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若者プロジェクト始動！地域包括ケア人材育成センター
９月 13 日、武蔵野プレイスにて、第１回若者プロジ
ェクト（仮称）が開催されました。
８月に各事業所へご案内し 23 名が登録。第１回は
15 名が参加しました。
始めは自己紹介。
「今日の気分」を添えてメンバーが
挨拶しました。その後は、人材育成センターの概要、
プロジェクトの趣旨について説明がありました。
若者プロジェクト（仮称）とは
市内の 39 歳までの介護職の方々が、地域の「カ
イゴのシゴト」をより良いものにするために交流
し、学び合い、主体的に活動することを目的とし
たプロジェクトです。
情報共有から、介護業界のイメージアップに関
することまで…自由な発想で、新たな風を地域に
おこします。

セッション１ 業 界 の変 わってほしいと思 うところは？

「他の業界から転職したメンバーもいる、違った視点でイメージを変
えたい」
「人の役に立つばかりではなく職場環境も大事に」
「業界のマ
イナスイメージを何とか変えたい」
「選ばれる職種になっていない」
セッション 2 次 回 やりたいこと 、提 案 したいことは ？

「介護職はプロであることの重要さをもっと知ってほしい。啓発にな
るものを作りたい」
「若い介護職（新卒）が参加したいと思える場
に」
「互いの悩みを共有したい」
「勤務スタイルや生活についても意見
交換したい」
「ニックネームで呼び合ってみてはどうか」
第１回のミーティングを終えて

参加者を若手職員に限った会は人材育成センターに
とって初めての試み。アンケートでは「会がやわらか
い雰囲気でよかった」「やはり同年代の方々と話せるの

後半はグループに分かれてバズセッション。

は良い。回数を重ねたらもっと良くなると思います。

バズ(Buzz)とは蜂の羽音…くつろいだ雰囲気で話し

参加している人はやめないと思う」
「もっと話したいと

合いながら問題解決に近づく手法です。全員が積極的

思った。知りたいことが多い」「いろいろな事業所の方

に発言し、活発な意見の交換が行われました。

と知り合う機会を得られた」等、多数の前向きなコメ
ントをいただきました。また「これはプライベートな
のか仕事なのか？」
「もう少し参加しやすい場所はない
か」という課題提起も。様々な想いを大切にしなが
ら、ヤングパワーで共に武蔵野の介護業界を盛り上げ
ていきます。
※毎月開催。お問合せはセンター（☎20-3741）まで
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多彩な行事模様
敬老の日の催し

社会活動センター

９月 16 日（祝）、多くの市民の皆様がお越しく
ださいました。
チャリティヘアカットでは武蔵野理容組合の理容
師８名の方々が 30 名の調髪をしてくださいました。
受付時間にはお客様の行列。「カットして頂ける
のが楽しみで」と常連さんが皆様の声を代弁。
恒例

ご芳志は市民社会福祉協議会に寄付されました。

デイサービス夏祭り

地域の皆様と

往く夏を

惜しむ

8 月 30 日、デイサービス恒例の一大イベント夏祭
りを開催しました。ご利用者、ご家族、ボランティ
ア、地域の親子等々、総勢 160 名の方が参加され、
活気に満ちた、楽しいひと時を共有しました。
縁日屋台の定番、焼きそば、から揚げなどに舌鼓
を打ち、輪投げや魚つりゲーム、子どもたちとのジ
ャンケン大会に湧き、和太鼓 SOH の勇壮な演舞・魂
▲やなぎ南玉師匠

のパフォーマンスを鑑賞し、締めくくりの盆踊りを

▲

桂右團治師匠

午後の落語会は、お馴染みの桂右團治師匠と初の

全員で楽しみました。
「ラッセーラー、ラッセーラー、ラッセー、ラッ

江戸曲独楽のやなぎ南玉師匠です。

セー、ラッセーラー」
、SOH の力強い荒馬踊りにつ

江戸の庶民の情緒あふれる「長屋の花見」に抱腹

られて、子どもたちが元気良く飛び跳ね踊る様子を

絶倒、寄席の踊り”かっぽれ”を会場全体で踊り、

見て、「何だかすごく元気が出た！」とご利用者。参

盛り上がりました。耳と目と身体全体で楽しむ、セ

加者からは「毎年、楽しみにしています」と嬉しい

ンターならではのお祝い演目となりました。
南玉師匠の熟練の大技には「こんな間近で曲独楽

お言葉。すっかり地域に定着した行事です。
今年も心に残る夏祭りを無事に終えることが出来

を見られるなんて感激です！」と絶賛の声。

ました。本当にありがとうございました。

来年もご期待ください。

千川地域福祉祭り

北町高齢者センター
ボランティア勉強会

秋晴れの 9 月 14 日、千川地域福祉まつりが千川小学校で開
催されました。三連休の初日、同時に千川小学校の学校見学

排泄を知り排泄ケアの知識を深めよう

も行われ、地域の皆様が参集し賑わいました。
高齢者総合センター各部署も協力。管理社会活動センター

日時

15 時 30 分から 16 時 30 分

は簡易担架の体験ブースをお手伝い。在宅介護・地域包括支
援センターは相談ブースを設け、市のエンディングノートや
緊急医療情報キット、公社の各事業パンフレットを配布し、
啓発普及に努めました。

11 月６日（水）

場所

北町高齢者センター２階会議室

定員

20 名

講師

住宅改修・福祉用具相談支援
センター 堀家京子

申込締切 10 月 30 日（水）
問合せ・申込 ☎ 54-5300
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敬老行事

地域包括ケア人材育成センター

音楽と笑顔と

介護職員初任者研修修了
晴れてみなさんで記念撮影！

5 月に開講した介護職員初任者研修（旧：ヘルパー
2 級）
。無事に全過程を経て 9 月 11 日に修了式が行わ

“ロス・マルテス”はスペイン語の火曜日。練習日に
ちなんだ命名です。南米ペルー発祥の縦笛ケーナとギ
ター、チャランゴ、サンポーニャを巧みに奏で、コン
ドルは飛んでいく、コーヒールンバ、花まつりなど、
民族音楽や親しみのある歌謡曲でご利用者を魅了しま
した。ポンチョは機織りからすべて手作りとのこと。
すべてに本格派の三名の奏者から敬老の日の祝意をい
ただきました。

れました。全員が修了試験に合格し、笑顔での記念
写真。修了式後に感想を述べ合い、感極まって涙す
る受講者もいらっしゃいました。
介護保険制度の基礎知識、ICF（国際生活機能分類）、
みずきっこの子どもたちは、可愛い手型や足型が入

介護技術、認知症や障害にかかわる医学的知識…。
初任者といえども、専門性が高い学びの数々。

ったオリジナルメッセージカードを、ご利用者にプレ

ひと夏をまたぐ研修はそれぞれに苦しい時もあった

ゼントしてくれました。歌や踊りの披露もあり、その

かと思いますが、皆様の前向きなお気持ち、真剣な

一つひとつの仕草を目にしたご利用者は、可愛いね

学びの姿勢に心打たれました。

ぇ、と満面の笑顔で、元気 100 倍。
返礼はオーシャンゼリゼのメロディーに載せたセン

修了者全員に敬意を表するとともに、これから専門
職として、市の介護現場を支え、より一層ご活躍され

ターのテーマソングの合唱と折り紙のカエルです。
和やかな世代間交流にスタッフも嬉しい気持ちでい

ることをお祈り申し上げます。

っぱいでした。

新入生２名

誠実に学ぶ 武蔵野大学学外学習

８月 19 日から９月 13 日まで、武蔵野大学の１年生２名
が福祉公社業務を体験しました。
これは学外学修「フィールド・スタディーズ」という新
入生必須のプログラムです。
福祉公社での学修目的は「行政を補充補完する独自の組
織での学び～人が人を支え、より良い高齢社会を創造する
営為を知る～」です。
学生は様々な部署を巡り、現場で数々の福祉サービス、取り組みを学び、人生の大先輩であるご利用者と
直接交流して、学びを深めました。
平成二桁生まれの青年２名は多岐に亘る福祉の現場を目の当たりにし、「高齢者福祉に対するイメージが
大きく変わりました。貴重な体験を経て人間的に成長させていただいた」と振り返り、この経験を糧として
今後の学生生活に生かそうという意欲を表明していました。
福祉公社は今後も学生を受け入れ、実践学習を通して、高齢者福祉の啓発に努めてまいります。
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福 祉 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 ～

高齢者総合センター

誰にでも訪れる老いに備え、元気なうちから準備して、

11 月 7 日

社会活動センター

茜雲フェスタ

開催

尊厳ある老後生活を築きましょう。

同時開催 デイサービスセンター作品展

日

時

10 月 28 日(月) 13 時 30 分から 15 時

皆様のお越しをお待ち申し上げます。

場

所

高齢者総合センター4 階研修室

エンディングノート

書き方

〇 ギターとエレクトーンの演奏会
[13 時開演

講座

〇 お茶会

想いを記すことは残された人たちへの指針
日

時

11 月 13 日(水)13 時 30 分から 15 時

場

所

福祉公社 １階会議室

５階ホール]

[14 時から ４階和室]

〇 デイサービスセンター作品展とワーク
ショップ(絵手紙・工作)
[11 時から 15 時 ４階研修室]

問合せ

在宅サービス課

申

☎

込

23-1165

権利擁護センター

＊詳細は市報(11 月１日号)をご覧ください。

参加費無料

夏山登山

高齢者総合センターデイサービス 鈴木美佐子

この夏も長野県白馬村へ登山に行ってきました。
登山と言っても本格的なものではなく『トレッキング』ですが・・・。総勢 40 名ほどで山小屋に宿泊しまし
た。満員電車？のようにギューギュー詰めでしたが、明日の登山に備えて早めに休みました。
前日まで雨が降り「大丈夫かなぁ～」と心配していましたが、晴れ女、晴れ男のおかげで当日は絶好の登山日
和でした。リフトを乗り継ぎ、靴ひもを結び直し、トレッキングポール片手に登山開始です。
途中の高山植物の群落に見とれつつ一歩一歩と。富士山を望見できました。残雪は昨年より多く、その横を通
ると涼風が吹き抜け、夏とは思えないくらいでした。白馬三山を水面に映す「八方池」に到着し、大きな歓声が
沸きました。他にもブルーベリー狩りや温泉を満喫してきました。これから紅葉の時期、今度はどこに登ろうか
と思案中です。

編集・発行

⇒次回は 権利擁護センター 塩野谷 愛

公益財団法人

武蔵野市福祉公社

。

次号は令和元年 11 月８日発行予定です。

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

(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

武蔵野市立北町高齢者センター

次回は

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)

福祉公社 HP

http://www.fukushikosha.jp/

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

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)

武蔵野市地域包括ケア人材育成センター
http://www.m-machigurumi.jp/

管理・社会活動センター

☎0422-51-1975

ホームヘルプセンター武蔵野

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

http://help-musashino.jp/

業務時間 8 時 30 分から 17 時 15 分（全て共通）

