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８

第 89 号

月号

五風十雨。
「五日に一度風が吹き、
十日ごとに雨が降る」という、
気候が穏やかで順調なこと、転じて世の中が平穏無事なことを表
します。都の水がめである狭山湖には石原慎太郎元都知事が揮毫
した「五風十雨の味わい」という碑があります。しかし、各地の
豪雨被害、観測史上 4 番目に遅い梅雨明け、新型コロナウイルス
の猛威の継続と、常ならぬ日々です。
厳しい現実ですが、皆さまには、お健やかにお過ごしください。

・令和元年度決算・事業報告

… １ページ

・人材育成センター オンライン研修準備

…２ページ

・七夕 みずきっこオンライン交流

・みどりの輪 料理講座 元気レシピ紹介

・高齢者総合センター 行事中止のお知らせ
・デイサービスへのご寄付御礼
・排泄ケア冊子のご紹介

・お知らせ リレーコラム

…３ページ

…４ページ

令 和 元 年 度 決 算・事 業 報 告

グ支援事業を新たに市から受託し、市の担当課と共

５月 29 日に令和元年度の期末監査が行われ、監

や成年後見制度、エンディングノートについて周知

＜総務課＞

事により適正に事業運営がなされている、との監査
結果が報告されました。

これを受け、６月 12 日に理事会、29 日に評議員

会が開催され、決算・事業報告について承認されま
した。

令和元年度重点項目の達成状況は、次のとおりで

す。

地域包括ケア人材育成センターによる人材発掘・

育成事業の実施に関しては、新たな取り組みとして、

催してエンディング講座を開催しました。また、従

来からの老いじたく講座での老いじたくの基礎知識
する際に、市民による自発的なエンディング準備を
強調しました。

情報システム更新による生産性の向上については、

使いやすい業務システムの導入、スマートフォン、
タブレットなどのモバイル機器を導入し、当初に期

した効果・効用を得ました。更にこれらにより新型

コロナウイルス感染拡大防止のための分散勤務や在
宅勤務が可能となりました。

財政状況については、訪問介護事業や居宅介護支

潜在的有資格者の復職を呼びかけるチラシを市内の

援事業等は概ね好調です。通所介護事業は、前年度

ト若ば」の立ち上げ、事業者支援として管理者対象

により減収となりました。福祉公社全体としては、

全戸に配布、若手介護職員の集いの場「プロジェク
のハラスメント研修等を実施しました。

一人暮らし高齢者等を支援するためのエンディン

と同程度の利用率ですが、介護保険の報酬改定など
ほぼ、収支相償となっています。

今後もより良い財務体制を目指し努力いたします。
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七夕・みずきっこオンライン交流
＜北町高齢者センターコミュニティケアサロン＞

on-line!!
福祉公社の新たな取り組みをご紹介

7 月に入り、北町高齢者センター２階の子育てひろば・みずきっ

この活動も再開され、毎朝、オンラインで、ご利用者と交流してい
ます。

7 月７日には七夕まつりを共に楽しみました。

昨年までの交流風景とは一変しましたが、モニター画面に映る可

愛い子どもたちの笑顔に向かって、
「笹の葉さらさら・・・」と歌う

ご利用者の表情には、1 年に一度しか逢えない織姫と彦星になぞら
えて、新型コロナウイルスで会えないご家族への想いも込められて
いるかのようでした。

御殿山コミュニティ協議会の新田会長から頂いた七夕竹には、様々

な思いを込めた短冊が結び付けられています。
「コロナ撲滅」
、
「健康
第一」など、この社会情勢下での切実な希望が書かれていました。

みずきっこの短冊には、
「おじいちゃんやおばあちゃんに早く会い

たい」など、ご利用者を慕う気持ちが込められています。

子どもたちは、画面越しで会えたご利用者を、久しく会わない親

戚のように感じていました。それが、大変、微笑ましく心に残りま

▲ 外に飾られた七夕竹。皆さまのお心のこも
った短冊がセンターを華やかにしました。

した。

いざ！オンライン研修に挑戦！！
＜地域包括ケア人材育成センター＞
地域包括ケア人材育成センターでは、毎年様々な研修を実施してい

ますが、現在、新型コロナウイルス感染拡大という社会情勢により、
主要事業の中止を余儀なくされました。

その中で、今後の研修を新形式で開催できないかと思案し、新た挑

戦として「オンライン研修」を実施することとなりました。当センター
▲ 収録風景はまるで番組撮影！？ 初めての試みに、
講師の方々は快くお引き受けいただきました。

のホームページにオンライン研修ページを設置し、事前に申込した受
講者が期間中に動画視聴する仕組みです。

はじめての「収録」！

まず手始めに挑戦したのは 20 分程度の研修説明動画。

今年度から実施予定の、介護職の「喀痰吸引等研修」の概要説明です。スラ

イド資料に合わせてセンター長のナレーションを録音、動画に仕上げて無事公
開されました。続いては「認知症支援研修（認知症見守り支援ヘルパー養成研

修）
」
。こちらはスライド資料をもとに講師が解説します。先日撮影を終えて、
▲ 見やすい聴きやすい動画にするため、事
務所のパソコンを駆使しつつ、試行錯誤。

これから編集作業に入ります。

また、今後は他の研修でも介護の実技を撮影した動画などを作成し、配信す

る予定です。

介護職と共に私たちもステップアップ！

研修で介護職の皆様にステップアップしていただくと共に、私たちも少しず

つステップアップ！

講義室での顔を合わせた研修ではありませんが、少しでも良質な研修を皆様

にご提供できるよう、創意工夫しながら取り組んでまいります。

地域包括ケア人材育成センター Twitter : ＠m_jinzai

3

福祉公社通信 羅針盤 令和２年８月号（第８９号）

そ

の２
免疫力アップ！
美味しく楽しくお手軽料理♪

＜高齢者総合センター 在宅介護・地域包括支援センター＞
新型コロナウイルス感染拡大予防のため、
「みどり

の輪」は休止中ですが、未開催の料理講座のレシピ
を先月に引き続いてお届けします。

夏バテしないで、元気に乗り切りましょう！

レシピ作成：管理栄養士 森川 志帆氏

（医療法人社団エトワール会たんぽぽクリニック）

※家族介護教室「みどりの輪」は今秋再開予定で準
備を進めています。決定次第お知らせいたします。

デイサービスへの温かいご寄付 御礼

高齢者総合センター行事中止のご案内

7 月号でデイサービスセンターへのご寄付のお願いを掲載

いたしましたところ、多くの方々からご協力を賜りました。

高齢者総合センターで例年開催しております下

タオルやシーツ、ビニール袋、石鹸、障子紙、折り紙など様々

記の行事は、新型コロナウイルス感染拡大予防

な物品を頂戴し、誠に有難うございました。そのいずれも

のため中止いたします。

がデイサービスの活動に不可欠で有用なものです。頂いた

恒例の行事を楽しみにされていた皆様には、

タオルの中に曾孫ちゃんのものらしき 0 歳児くらいの女の

申し訳ございませんが、何とぞ、ご理解下さい

子の洋服がありました。とてもかわいらしい洋服でしたの

ますようお願い申し上げます。

で雑巾にするのはもったいなく、デイサービスのお人形に

着せました。この女の子は、長らく着た切り雀で同じ服を

・敬老の日の催し ９月 21 日 ( 月・祝 敬老の日 )

着ていましたので、明るいピンクの洋

・コミュニティカフェ 10 月下旬

服に着替えた途端に、その表情が明る

・茜雲フェスタ 11 月上旬

くなりました。

令和３年１月以降の行事については、開催が

皆様のご厚情にスタッフ一同、日々

決まり次第ご連絡申し上げます。

感謝の気持ちに満たされ、ご利用者サ
ービスに努めています。

排泄ケアにお困りの方へ 第２弾「排便のトラブルいろいろ」

＜住宅改修・福祉用具相談支援センター＞

住み慣れた自宅で生活を続けるキーポイントは自立した排泄が可能か否かです。

それは在宅と施設の分水嶺ともいわれ、高齢者福祉計画でも介護負担の大きな要因
として認識されています。

平成 30 年 10 月に「排泄ケアにお困りの方へ～おしっこのトラブルいろいろ」を

作成し、市民の皆様からご好評をいただきました。この度、第 2 弾「排便のトラブ
ルいろいろ」が完成しました。

排便トラブルのお困りごとから対処方法、すっきり出すための食事・運動やマッ

サージ・排便しやすい環境づくりのための姿勢や用具、排便障害について、記載し

ています。冊子をご希望の方は、高齢者総合センター内の住宅改修・福祉用具相談
支援センターにて配布中です。

武蔵野市福祉公社のホームページには PDF 版を公開しています。
ぜひご活用ください。

ご意見をお待ちしております

記事についてのお問い合わせ、ご感想、取り上げてほしいテーマなど、ご意見をぜひお寄せください！

武蔵野市福祉公社 広報委員会

☎２３－１１６５

ホームページのご意見もお待ちしております !→ http://fukushikosha.jp/
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おしらせ

ご寄付

◆老いじたくの基礎講座◆

◆成年後見制度について◆

＜日時＞
９月 25 日 ( 金 )
13 時 30 分から 15 時
＜場所＞
福祉公社 １階会議室

＜日時＞
９月 11 日 ( 金 )
10 時 30 分から 12 時
＜場所＞
福祉公社 １階会議室

＜申込＞ 権利擁護センター

有難く拝受しました

故谷川彌壽子様から遺贈により不動産を頂戴
いたしました。
谷川様のご自宅の関前４丁目の 135.70 平方
メートルの土地と建物です。
谷川様は武蔵野市職員として多年に亘り保育
行政に尽力、貢献された方です。保育園の園長
として多くの園児に慕われ、その職責を全うさ
れました。謹んで御礼申し上げます。

☎２３－１１６５

デイサービスセンター研修に参加して
特別編：新任研修を終えて①

権利擁護センター 神田 久美子

４月１日に入職して、高齢者総合センターと北町高齢者センターのデイサービスで研修しました。
初日の高齢者総合センターには医療ニーズの高い方など様々なご利用者が通所されていました。介護職が
ご利用者を深く理解し、寄り添うことで、ご利用者は落ち着いて食事をなさり、体操やレクリエーション
にも積極的に参加していました。その様子を拝見し、適切な声かけやケアにより、デイサービスがご利用
者にとって、安心できる居場所になっていると痛感しました。
２日目の北町高齢者センターでは、来所されると同時にご利用者の皆さんが思い思いに談笑し、あるい
は塗り絵に自主的に取り組んでいました。ご利用者の心身状況は様々ですが、コミュニティケアサロンに
自然に溶け込んでいます。センター開設以来評判の高い、ご利用者が楽しみにしている昼食と手作りのお
やつをご一緒に美味しく頂きました。午後のプログラムで大きな輪になって行った体操では、ご利用者の
穏やかな笑顔が印象的でした。また、センター設立に際しての山﨑浩・倫子先生の理念、山﨑医院の一部
を改修したメモリアルルームを見学できたのも感慨深いものでした。
高齢者総合センターと北町高齢者センターは、規模も対象者像も異なりますが、ご利用者の特性に合っ
た選択により、
ご利用者が安心して穏やかに過ごせる場所になっています。２日間という短い時間でしたが、
今回の研修を通して学んだことを、配属先の権利擁護センターで活かしたいと思っています。
ご利用者の皆さま、本当にありごとうございました。

次回は

権利擁護センター 垂見有子

武蔵野市福祉公社 本部
総

務

課

☎0422-23-1165

権利擁護センター

☎0422-23-1165

成年後見利用支援センター

☎0422-27-1238

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

武蔵野市吉祥寺北町 4-1

コミュニティケアサロン
子育てひろば・みずきっこ

＜ホームページ＞

〇 武蔵野市福祉公社 http://www.fukushikosha.jp
〇 武蔵野市地域包括ケア人材育成センター
http://www.m-machigurumi.jp
〇 ホームヘルプセンター武蔵野
http://help-musashino.jp
営業時間 ８ 時 30 分から 17 時 15 分 （すべて共通）
発行日：令和 2 年８月７日

武蔵野市吉祥寺北町 1-9-1

編集・発行

武蔵野市立高齢者総合センター
管理・社会活動センター
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
デイサービスセンター

公益財団法人 武蔵野市福祉公社

☎0422-54-5300
☎0422-38-5150
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◇次号は令和 2 年９月 10 日発行予定です。

