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福祉公社通信
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。

月号
令和元年 12 月 10 日 発行

第 81 月刊
ロゴデザイン

ホームヘルプセンター武蔵野

日ごとに冬めく街と四囲の自然・・・師走となりました。
時の流れが年々加速されるようです。
師走は極月とも言われ、１年の終わり、
「為果（しは）つ月」が転じたとも言われます。
諸事、気忙しい時期ですが、皆様には
御身お大切にご自愛ください。
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ケアリンピック武蔵野 2019 の演題発表に福祉公社から
三部署が出場しました。ホームヘルプセンター武蔵野のテ
ーマは「持ち上げない介護～合理的介護による利用者サー
ビスの向上と介護職の身体の保全～」
、リフトを使用した入
浴介助の実践事例です。事前アセスメントと住宅改修・
福祉用具相談支援センターでの研修、ケアから抽出した
様々な課題の把握と解決策の実行を報告しました。

晴れやか 表彰式

お揃いのエプロン姿で発表
介護現場の肉声を披露

この過程で介護職が主体的に取り組み、試行錯誤し、スキルを向上させ、より良いサービスを築き上
げるまでをリアルに紹介しました。
パワーポイントによるプレゼンテーションに二つの要素を加えました。まずは職員による会話劇です。
センターで日々交わされる、サービスについての真摯で専門的な意見交換や素朴な会話を再現しました。
更に、来場者にケアの具体的な様子を伝えるため、実際の入浴介助を人形劇で再現し、その映像を上映し
ました。ケアチーム一丸となってのパフォーマンスでした。
この発表の主眼は、リフトなどの福祉機器を使用し、ご利用者に安全安心なサービスを提供することと
腰痛を引き起こさないケアの実践です。ここから、ヘルパーの身体的負担の軽減、介護人材不足を福祉機
器の使用で補完し、ヒューマンな支援を安定的に継続することなどが派生します。
また、改めて、ご利用者と会話してその心身状況をつぶさに把握すること、操作中にご利用者の状況を
丁寧に聞き取ることなどの「コミュニケーションの大切さ」を認識しました。
権利擁護センターは口演で意思決定支援に基づく「つながりサポート事業から成年後見事業」までの切
れ目のない包括的支援を発表。ケアプランセンターはポスターセッションに、医療介護専用のソーシャル
ネットワーキングシステム（ＭＣＳ）による医療職と福祉職の望ましい情報共有とそれによる迅速な支援
を掲示しました。それぞれ現在の福祉サービス向上に資する実践的・先駆的内容でした。
これからも福祉公社は研鑽を怠らず、一つひとつのサービスの向上に精進いたします。
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補助器具センターから住宅改修・福祉用具相談支援センターへ

名称変更記念講演

～排泄（排便）トラブル対応方法～食べる事から出す事まで～

11 月 12 日に市役所 811 会議室で開催しました。市民や福祉関係者 50 余名がご参集く
ださいました。中・重度の要介護高齢者が在宅生活を継続するには排泄がキーポイン
ト、介護負担の大きな要因は排泄ケアです。これに対応するため、センターでは排泄ケ
ア専門相談日の増加、排尿トラブルに関する講演会の実施、冊子「おしっこのトラブル
いろいろ」の作成・配布などにより、啓発に努めてまいりました。
今回は、食事、消化～吸収～排便の仕組み、正常な排便、排便障害の分類とその対応
方法などを講義しました。アンケートには「便秘、下痢のメカニズム、改善の方策が理
～～

解できた」
「便臭を抑える食品類、軟便用おむつがあることを知らなかった」「高齢の母
のみではなく自分自身の将来も考えようと思った」などの感想をいただきました。
今後、今回の講演会内容を基に冊子を作成する予定です。平成５年開設以来、積み重
ねたノウハウを活用し、今後も市民福祉の向上に尽力いたします。

社会活動センター

茜雲フェスタ

11 月７日、好天に恵まれ、多数の方々に楽しんでい
ただきました。５階ホールではギター入門講座伊藤熱講
師率いるラウンジミュージックアンサンブルによる「午
後のラグジュアリーコンサート」。
ギターとエレクトーンによる珍しい協演です。身じろ
ぎもせず聴き入る方もあり、満員のお客様からは「素晴
らしかった！」「また、ぜひ開催してほしい」との感想
が寄せられました。
コンサート終了後は出演
者がお客様を丁寧にお見送
り。皆様は余韻に浸りつつ
大満足の笑顔で帰路につき
ました。
４階和室では、茶道講座中島宗薫、浅井宗利両講師の
指導の下、受講生の皆様がお茶席をもちました。見事な
お点前を披露され、100 名以上のお客様をおもてなしし
ました。
「こんなにお客様が来るのね！」
「去年より上手にで
きたと思うわ」、皆様は日頃のお稽古の成果を発揮でき
ました。４階全体が抹茶の香りに包まれ、お客様は「本
格的なお点前を体験できで良かった」と日本の伝統を堪
能されました。来年度の茶道講座受講に興味を持った方
もいらっしゃいました。

北町高齢者センター

11 月６日、晩秋というのに、中庭の桜が返り咲きす
る暖かな日でした。
花柄のハワイアンシャツに白いズボン姿の立教大学
OB・OG10 名が訪問してくださいました。ハワイアン、
唱歌などご利用者にもポピュラーな、数々の曲が演奏
されました。
11 月生まれのご利用者のためには、特別にハワイア
ンハッピーバースデーの歌のプレゼント。誕生月のお
二人は感激されていました。
この日は、一日中センターが
常夏のハワイとなりました。

～

ヒャーッ

かたつむりさん

～

茜雲フェスタと同時開催の作品展での出来ごと。
「あのぅ・・ヒャーかたつむりの絵はどこにありま
すか？」
、玄関のディスプレイに展示
した M さんの絵を見て若い女性が来
訪。彼女は作者が 90 歳代の女性と聞き
大変驚いて、「絵に魅かれました。ファ
ンになりました！次の作品も楽しみに
しています」とのこと。
M さんにそれを伝えると、
「絵は苦手なのに・・」と
はにかみながらも、嬉しそうに微笑んでくれました。
作品展がもたらした世代間交流の芽生えです。
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昨年から恒例の青空市に出店しています。
11 月 10 日は秋晴れに恵まれ、大勢のご来場者でにぎわいました。
普段は福祉公社とはつながりがない世代へ広報を、と新たに「１年

個性豊かな
１年後のメ
ッセージ。

後の私へラブレター」を企画しました。
来年の自分へのメッセージをハガキに書いてもらい、ポストに投函

一生懸命書
きました。

する企画です。ポストは北町高齢者センターのご利用者の手作りです。
これからも大事に使い続けたいと思います。
たくさんのファミリーの参加があり大盛況でした。
子どもたちが楽しげに自分あてのラブレターを書く様子に、
若いパパやママたちと一緒に目を細めました。
１年後、確実にご自宅に郵送します。

ポストに投函！
ワクワク！
来年が楽しみ
ですね。

令和元年度
潜在的資格保有者へ向けた広報リーフレットを全戸配布
11 月 15 日号の市報配布と
共にリーフレットを全戸配

7 市合同市民後見人
フォローアップ講座

布（約８万５千戸）しました。
表面には、今年度の介護職
員初任者研修を修了された方々
からの、直筆メッセージを掲載
しました。早速、
「市内で介護の仕事を探している」「これ
から資格を取りたい」「リーフレットの内容について詳し
く知りたい」などの反響がありました。
センターの存在を広くお知らせする良い機会となりまし
た。今後も様々な形で広報・啓発に努めてまいります。
若者プロジェクト（仮称）

ついに名称決定！

９月に始動した若手介護職の集い「若者プロジェクト

福祉公社（権利擁護センター）は市の成年後見
推進機関です。
今年度も６市の社会福祉協議会（三鷹、小金
井、小平、西東京、東久留米、東村山）と全３回

（仮称）」
。すっかり呼称も慣れ、名残惜しい気持ちも多少

の市民後見人フォローアップ講習を共同開催して

ありますが、正式名称が決定しました！「プロジェクト若

います。講習は来年２月に修了予定です。市民後

ば」です。

見人とは、社会貢献の志を持ち、成年後見人等と

若ばの「ば」には、「新しい葉」
「若者が集う場」という

して活動する一般市民です。

二つの意味が込められています。現在地域の若手メンバー

講習は、成年後見人等の受任から終了までの実

30 名以上が登録しています。介護福祉の未来を担う若者た

務、対人援助法、年金制度や意思決定支援など、

ちが武蔵野でより一層輝けるようサポートします。

実践的で多彩な内容です。武蔵野市からも 7 名が

今後も「プロジェクト若ば」を宜しくお願いいたします。

スキルアップ･自己研鑚のために参加しています。
講習後のアンケートでは、「手続き・必要書類
等の説明があり、分かりやすかった」「制度につ
いて具体的に解説され良かった」などのご感想を
頂いています。
福祉公社（権利擁護センター）は引き続き、市
民後見人の活動を推進・支援します。

福 祉 公 社 か ら の お 知 ら せ
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老いじたく講座

～老いじたくの基礎知識 ～

みどりの輪

誰にでも訪れる老いに備え、元気なうちから準備して、

日時 令和２年１月 24 日（金）

日

時

12 月 24 日(火) 13 時 30 分から 15 時

場

所

市民会館 第２学習室
書き方

午後１時 30 分から午後３時
場所 高齢者総合センター１F デイルーム

日

時

１月 15 日(水)10 時 30 分から 12 時

場

所

福祉公社 １階会議室

講師 牧野

美奈子

（住宅改修・福祉用具相談支援センター排泄
ケア専門員、コンチネンスアドバイザー）
問合せ・申込

問合せ

在宅サービス課 権利擁護センター

申

☎

23-1165

定員 20 名（申込み順）

費用 無料

講座

想いを記すことは残された人たちへの指針

込

「とっても大切な排泄の話」

～コンチネンスの第一人者から学ぶ～

尊厳ある老後生活を築きましょう。

エンディングノート
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在宅介護・地域包括支援センター

参加費無料

☎

犬友を気遣う

51－1974

在宅介護・地域包括支援センター 室 由紀子

引っ越しを機に念願だった黒柴犬のメスを飼いました。我が家に来た時は生後３ヶ月でしたが、今年で
14 才になります。人間の年齢に換算すると 78 才ぐらいで、すっかりおばあちゃんです。最近は寝ているこ
とが多くなり、白髪が増え、耳が遠くなり、人間と同じように年をとっています。ただ、散歩の時はご機嫌
で尻尾をフリフリ玄関で飼い主を待っています。犬を散歩していると他の犬の飼い主と知り合いになり、い
わゆる「犬友」がたくさんできます。互いに犬の名前程度しか知らず、同じ時間帯に散歩をしているため挨
拶程度ですが、しばらく見かけないと心配になり「どうしてました?」と思わず、聞いてしまいます。散歩ル
ートの変更であれば「元気で良かった」と安心し「具合が悪い」と聞くと家族のように心配になります。性
別や年齢を問わず、犬を通じて見ず知らずの人と知り合いができ、また元気に散歩を楽しんでいる犬のお陰
で私の運動にもなるため、犬に感謝しています。

編集・発行

公益財団法人

⇒ 次回は

武蔵野市福祉公社

。

北町高齢者センター 菅原 綾音

次号は令和２年１月 10 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

⇒次回は
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

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)

http://www.fukushikosha.jp/

福祉公社 HP

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

⇒

次回は

http://help-musashino.jp/

業務時間８時 30 分から 17 時 15 分（全て共通）

