福祉公社通信

羅針盤

令和２年９月（第 90 号）

１

令和２年

９

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

月号

第 90 号
月刊

長梅雨の後、猛暑、酷暑の八月も過ぎ行きました。
季節の兆しを感じるのは春が光なら秋は風です。
白露も過ぎ朝夕は涼風が吹きようやく新涼を迎えま
した。虫の声にも秋の風情が増します。例年なら各所

公益財団法人武蔵野市福祉公社
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示したものです。
羅針盤ロゴイラスト：後藤章（ホームヘルプセンター武蔵野）

紙面から
◆ 権利擁護事業等運営監視委員会
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で敬老祝賀の集いが開催されますが、今年は新型コロ
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・高齢者総合センターデイサービスセンター
・北町高齢者センターコミュニティケアサロン

ナウイルス感染予防のため縮小、中止を余儀なくされ

◆ 新理事就任・役員紹介

ています。

◆ 権利擁護センター

この紙面にて衷心より皆さまのご長寿を
お祝い申し上げます。
益々、ご健勝にてお過ごしください。
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権利擁護事業等運営監視委員会
< 権利擁護センター >

権利擁護センターは、ご利用者の財産管理に関
する権利擁護事業等の適正性、透明性、公平性等
を担保するため、社内での段階的なチェックに加
え運営監視委員会を設置し、第三者による監視を

▲ 権利擁護事業等運営監視委員会 委員

受けています。

（左から）勅使康友（司法書士）、亀田義治（税理士）、小原光文（特

この権利擁護事業等運営監視委員会が７月 31

定非営利法人ミュー理事長兼事務局長）、杉田哲郎（元市民社会福祉
協議会事務局長）、矢島和美（民生児童委員第１協議会会長）

日に開催されました。監視対象は令和２年１月１

[ 敬称略 ]

日から６月 30 日までの業務執行です。
ご利用者数は成年後見人等受任 127 名、地域福
祉権利擁護事業 43 名、生活保護受給者金銭管理
支援事業 29 名などで、監視対象期間中の金銭管
理（出納）は 2,301 件でした。
委員会に先立つ７月 17 日には税理士の亀田委
員他 2 名で、新規契約者の保管物や期間中の各事
業の全ての出納を調査し、いずれも適正に管理さ
れていることが確認されました。小原委員長から
は「金銭管理は良好に行われている。また、新型
コロナの状況下、困窮等の相談が増えているが、
他機関ともよく連携を取って対応している。引き
続き感染に気を付けながら、透明性を保って事業
運営を行ってもらいたい」と、講評されました。
今後も権利擁護センターでは、事業の透明性、
健全性を維持し事業を運営いたします。

●成年後見人等受任事業

旧有償在宅福祉サービスの実践で蓄積した利用者へ

の全人的支援を基礎に、身上配慮と財産管理の両面で
本人を支援します。地域の福祉事情に精通し、広いネッ
トワークを持つ福祉公社の特性を生かし、本人の尊厳を
確保します。

●地域福祉権利擁護事業

福祉サービスの利用援助を基本に、日常的金銭管理等

を支援します。東京都社会福祉協議会から受託した事業
です。利用者と共に作成した支援計画に沿って日常生活
の自立を支援します。

●権利擁護レスキュー事業

成年後見制度や地域福祉権利擁護事業の前段階に位

置づけられる福祉公社独自のサービスです。応急善処的
に利用者の財産管理を受託し、その判断能力に応じた適
切な制度に繋げる、緊急橋渡し的な事業です。
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高齢者総合センターデイサービスセンター

特別な夏祭り

▲ 夏祭りにむけて作品
づくり…涼しげな金魚
▲デイの一角に現れた 「ビアガーデン・むさ

の絵。

しの」。会場には色とりどりの飾り。

とても真剣な表情です。

北町コミュニティケアサロン

〜新型コロナウイルスを撃退！

今年は規模を縮小して開催しました。
「ビアガーデン・むさしの」には縄のれん
や色とりどりの提灯が下がり、ノンアルコー
ルビールや各種の飲み物をお好みでご提供。
「ふだん飲めないからうれしい」「もっと飲み
たいなぁ」と本場の雰囲気です。
余興はコロナ叩き、ゴキブリ叩き、魚釣り
等のゲームです。コロナ叩きでは、ご利用者
が掛け声をかけ、一致団結して、コロナウイ
ルスの口からの侵入を阻止。見事成功して大
きな歓声が上がりました。
来年は従来どおりの盛大な夏祭りの開催を
願わずにはいられません。

オンラインで楽しく夏祭り

例年ならみずきっこの親子とやぐらを囲ん
で歌い踊る、往く夏を惜しむ夏祭りですが、
今年はオンラインで共催しました。「子ども
たちに会えなくても、元気な姿が見られるの
ね」とオンラインも好評です。ご利用者は『祭』
のうちわを片手に東京音頭や炭坑節を踊り、
魚釣りゲームに興じました。大きなクジラや
穴あきバケツを釣り上げて大笑い。新型コロ
ナウイルスの気鬱を吹き飛ばしました。幼い
頃の思い出がよみがえり、コロナ禍での特別
な夏の思い出が刻まれたひと時でした。

▲本格的な池！？
まるでポチャン！と音が聞こえてきそうです。
▲やぐらと提灯。提灯は
ご利用者が色を塗りました。

新理事のご紹介
森安 東光
兼成年後見制度利用促進
担当課長

令和２年６月評議員会において新しく理事に選
任されました、森安東光（もりやすはるみつ）と
申します。令和２年３月に武蔵野市役所を定年退
職し、４月から福祉公社の職員となりました。新
しく設置された成年後見利用支援センターを担当
しております。２年前に１年間、常務理事兼事務
局長として着任しておりました。また、福祉公社
でお仕事できて嬉しく思っております。
改めまして、理事として成年後見利用支援セン
ターのほか、本部事務所建替えについて担当いた
します。今後ともどうぞよろしくお願いします。

監事
監事
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福祉公社の

法律相談

権利擁護センターは法人後見等でご利用者
の権利義務に深く関わる業務を展開し、法律
専門職と常時連携、市民のために法律相談を
設けています。毎月第２火曜日の午後は中山
二基子弁護士が成年後見関連の相談を担って
います。中山弁護士は成年後見の創設期から
制度の啓発普及、後見実務能力の向上に尽力
され、著書多数のオピニオンリーダーです。
センターのカンファランスで後見実務を指
導いただいています。更に毎月第 4 水曜日の
午後は高齢者対象の法律相談を開設していま
す。福祉公社や市の顧問である中村法律事務
所が担当しています。是非お役立てください。

問合せ

３

開 講 し ま し た ！
高齢者総合センター 社会活動センター
８月 14 日、 初心者バイオリン講座の事前説
明会を開催しました。 約 60 名の受講講座で
すが、 新型コロナウイルス感染拡大予防のた
めに密を避け、 受講者を２グループに分けて
説明会を行いました。 それぞれ開始時間と会
場を分け、 センターの入り口でマスク着用確
認と検温、 手指消毒を行い、 館内は窓を開放、
給茶機等は使用不可としました。 参加された
方からは「 センターが生活の一部だったので、
久しぶりに受講できて本当にうれしい」 とのご
感想を頂きました。 猛暑の中の説明会で皆様
の体調が心配でしたが、 多くの方が出席して
くださり、 無事に終了しました。

権利擁護センター
☎ ０４２２－２３ー１１６５

ホームヘルプセンター武蔵野の

地区別ヘルパー会議
ホームヘルプセンター武蔵野では、より良
いサービス向上のため、ヘルパー同士の情報
交換の場として、定期的にヘルパー会議を開
催しています。新型コロナウイルス感染が拡
大して以降は、多人数での研修や会議を控え
ていましたが、8 月より地区別ヘルパー会議
を再開しました。会議の特色は、活動地域ご
とにヘルパーを９グループに分け、少人数で
会議を行う点です。十分に換気をし、フェイ
スシールドを装着して濃厚接触にならないよ
うに配慮しました。会議は事例検討をグルー
プワークの形式で行い、検討結果を発表。当
日は久しぶりの開催で活発な意見交換がなさ
れました。今後も毎月開催する予定です。
マスコットキャラクターの

「へるぴょん」。センター職員
が描いています。ホームペー
ジや様々な場面で活躍中！

▲フェイスシールドを着用する参加者。久々に顔を合わせる機会でした！

こんなことにもチャレンジしています

▲ヘルパーを対象とした「オンライン研修」もスタート。
日ごろの業務に必要な知識や技術について職員が話したり、質問に答え
るコーナーも。ホームヘルプセンターならではの味がでています！

◆ 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ぜひお寄せください︕

武蔵野市福祉公社 広報委員会
☎

0422-23-1165（本部事務所）

武蔵野市福祉公社ホームぺージのご意見もおまちしております。

http://fukushikosha.jp/
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※新型コロナウイルス感染拡大防止のため、開催や内容について変更となる場合があります。
事前に担当部署へご確認ください。

権 利 擁 護 セ ン タ ー よ り
● 老いじたく講座

● 法律相談

「成年後見制度について」
10 月 26 日 （月） 10 時半～ 12 時
高齢者総合センター４階 研修室
「老いじたくの基礎知識」
11 月 26 日 （木） 13 時半～ 15 時
福祉公社２階 第２相談室

職員リレーコラム

特別編 ： 新任研修を終えて②

申込・問合せ
☎ 23-1165

法律相談 （成年後見関連）

毎月第２火曜日 午後 / 予約制

権利擁護センター

法律相談 （高齢者対象）

毎月第４水曜日 午後 / 予約制

デイサービスセンターの研修を終えて
権利擁護センター 垂見 有子

４月上旬に北町高齢者センターと高齢
者総合センターデイサービスセンターで
新任研修をしました。北町高齢者セン
ターでは、庭の美しい花々に囲まれなが
ら利用者の皆様方がゆったりと穏やかな
時間を過ごしていらっしゃいました。新
型コロナウイルス感染防止対策でボラン
ティアの方々が不在のため、予定してい
たプログラムができない状況でしたが、
スタッフが音楽やクイズ等の出し物を工
夫し、研修生も参加しながら、笑顔の絶
えない時間を過ごすことができました。
研修時には、子育てひろば「みずきっこ」
も開催が休止されていたため、活動が再
開された折には、是非また見学したいと
思いました。
高齢者総合センターデイサービスセン

ターでは、車いすをご利用の方や医療面
での配慮が必要な方々等、多様なご要望
に対応してサービスが提供されていると
感じました。施設内の消毒等感染防止対
策の徹底を図りながら、体操など健康保
持の活動に力を入れていました。レクリ
エーションの時間には研修生も一緒にフ
ラダンスを披露しながら、ハワイに旅行
した気分を味わいました。今後は権利擁
護センターの職員として研修で学んだこ
とをもとに、ご利用者が心地よく日常生
活を送れるよう細やかな気配りを重ねて
いきたいと思います。ありがとうござい
ました。
次回は

桑高 知代 ( 権利擁護センター )

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
＜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９月 10 日

編集・発行

武蔵野市吉祥寺北町１－９－１

武蔵野市吉祥寺北町４－１－１６

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

武蔵野市緑町２－４－１

管理・社会活動センター

☎

0422-51-1975

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

☎
☎

0422-51-1974
0422-51-1974

☎

0422-51-2933

公益財団法人 武蔵野市福祉公社

◇次号は令和 2 年 10 月９日発行予定です。

