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福祉ツ社通信 

イラ]ト 後藤章 

冴え返傘大気昨中削腰明日昨春歳息咲い崎い擦際甑 

冬至燦過災傘碕腰一日削約 2 便腰昼昨時間歳長采作三擦際甑 

弭刻昨明傘細削腰思わ剤腰坤日歳伸索冴作催墾碕驚采祭昨夤埼際 

歳腰如鏤昨厳寒雑祭参栽晒歳本番埼際甑 

使ンフ識嗣ン孜朔例烝皿三早采流行裁崎い擦際甑 

皆様削朔腰采参犀参雑斎自愛昨琢腰採健や栽削採過斎裁託細い甑 

 

 

 ⑯利擁護宙業質成烝後見宙業昨殺営監視委員会歳ǖ鏤 23日削開催細参擦裁冴甑 

 祭昨委員会朔Ą隣昨弸部委員削皿三構成細参腰烝ǘ回開催細参擦際甑 

超回朔烋成 26烝Ś鏤ǖ日栽晒 12 鏤 31日擦埼歳檮象期間埼腰金銭管理やテ産保管歳適塡削執行細参崎い傘栽燦

検査裁腰宙業執行燦監督指棡裁擦際甑 

 委員会埼朔腰擦剤腰専門職委員θ領法書士χ歳ǖ鏤Ť日削実施裁冴金銭管理削関際傘悉皆調査昨結果歳報告細

参擦裁冴甑娣貯金通帳削記載細参冴入出金明細碕領率書等燦照合裁腰坤問題作采業務歳行わ参崎い傘甑墾碕昨評価

埼裁冴甑祭参燦溜砕腰個別宙案や成烝後見昨溜任状況腰支実ビ旨提供腰宙業全体昨課題削肴い崎議論細参腰委員

会栽晒朔坤利用者数朔増加裁崎い傘歳腰業務効率尤昨冴薩昨適勉作改善歳見溜砕晒参冴甑墾碕講評細参擦裁冴甑 

期間中昨⑯利擁護宙業昨新規契約朔 18件埼腰契約者数朔 159隣腰成烝後見等昨新規朔Ś隣埼腰68隣昨成烝後

見人等削就任裁崎い擦際甑 

超後雑腰委員会昨指棡削沿榊崎腰着実腰堅実削宙業燦実施裁腰身琢配慮碕テ産管理両面埼腰市民昨皆様歳晧心

裁崎老後生活燦送参傘皿う力燦尽采裁擦際昨埼腰宜裁采採願い申裁琢砦擦際甑 

＜専門職殺営監視委員質宮ゅ浩志領法書士使ン祉ビュ実śθ写真左栽晒ǘ番目χ 

Ｑ 宮ゅ委員朔腰成烝後見制度æ足時栽晒腰領法書士歳組織際傘成烝後見止ン祉実質式実姉識支治実詞削脉属裁

崎斎活躍埼際歳腰そ昨立場栽晒腰福祉公社昨⑯利擁護宙業腰成烝後見宙業削肴い崎朔腰鷺う採考え埼際栽甑 

Ａ 金銭管理昨フ仕使識数朔膨大埼際歳腰斎利用者昨流引金融機関昨絞三込札腰自動振替昨利用作鷺埼腰支払宙

務燦合理尤裁崎い擦際搾甑そ昨努力歳便栽三擦裁冴甑専門職後見人昨場合腰そう崦繁削朔現金昨視式飼式実朔

埼済擦在珊昨埼腰そ昨点埼朔利用者目線碕言う栽利用者生活削即裁冴支援雑6162裁崎い崎腰公社昨特長削作榊

崎い傘碕思い擦際甑後見人不足歳言わ参崎い擦際歳腰社会デ献型市民後見人碕言榊崎雑個人歳持実旨埼際昨埼腰

公的団体碕裁崎昨福祉公社歳長烝削亘三培榊崎済冴信嵃性朔大済作テ産埼際甑成烝後見埼救済埼済冴市民朔氷

山昨一角埼際甑障害者や生活保護者作鷺腰制度利用削皿三保護細参傘べ済人歳腰様々作理ょ栽晒中々腰制度削

肴作歳晒作い現実歳再三擦際甑公社昨公益性栽晒朔腰祭昨皿う作人冴阪削手燦差裁伸べ傘祭碕雑一肴昨使命碕

感載崎い擦際甑武蔵野昨一市民碕裁崎雑婇張榊崎雑晒い冴い埼際搾甑 

  烋成 26 烝度 殺営監視委員 

委員長 棚橋塡尚 元武蔵野市高齢者福祉課長 

副委員長 山ゅ修子 元武蔵野市障害者福祉課長 

委員 矢島和美 民生児童委員第一地癒会長 

委員 亀ゅ義治 税理士 

委員 宮ゅ浩志 領法書士 



 

 

 

 

ǖ鏤Ś日削高齢者総合止ン祉実ロビ実埼採餅肴済燦裁擦裁冴甑 

昨烝削引済62済腰超烝雑地域交流会碕裁崎近隣昨親子削採声栽砕裁腰Ş隣歳参加細参腰斎利用者腰 

滋鹿ン至伺仔昨皆様腰職員碕総勢 59 隣埼昨削災や栽作会碕作三擦裁冴甑 

 椌細作体埼力い榊窄い採餅燦肴采採子細珊昨姿削腰斎利用者朔目燦細薩腰祭祭山 

再冴冴擦傘交流歳埼済擦裁冴甑擦冴腰多采昨斎利用者歳自晒杵燦持榊崎採餅燦肴済腰 

新烝燦採祝い裁擦裁冴甑Ｙ細珊θ右写真χ朔坤昔朔皿采餅肴済燦裁崎い冴砕鷺腰18 

歳埼ゅ舎燦出崎栽晒朔一度雑裁崎い作栽榊冴栽晒腰60 烝鮭三昨餅肴済坂甑超朔腕昨 

力歳作い栽晒昔昨皿う削朔い栽作采崎腰手伝榊崎雑晒榊崎治実枝坂砕昨餅肴済坂砕鷺腰 

そ参埼雑楽裁栽榊冴甑臼碕杵埼肴い冴餅朔瞭脉昨味歳際傘搾甑碕崎雑美味裁栽榊冴甑墾 

碕昨斎感想埼裁冴甑 

 擦冴腰若い採捩細珊方栽晒朔腰坤超回昨皿う作季節昨行宙燦祭参栽晒雑高齢者昨方碕共削経験裁冴い埼際甑 

親碕裁崎朔戦中昨話や昔昨子育崎削肴い崎雑聞い崎札冴い埼際甑墾腰坤元気作人生昨先

輩方削会い私冴阪雑元気削作三擦裁冴甑作斎や栽作雰囲気埼際搾甑擦冴来烝雑済冴

い埼際甑墾碕斎評価碕斎要望燦夌済擦裁冴甑 

               高齢者総合止ン祉実視使支実ビ旨止ン祉実朔超後雑地域昨方々碕昨肴作歳三燦大 

              勉削腰斎利用者削碕榊崎雑地域昨方削碕榊崎雑楽裁采充実裁冴行宙燦開催裁擦際甑 

           三   斎参加采坂細榊冴皆様削腰心皿三感謝申裁琢砦擦際甑 

 

 

 

 

恒例昨新烝会歳ǖ鏤 23 日削開催細参擦裁冴甑 

満員御礼腰斎利用者 60 隣歳採元気埼斎参加采坂細三腰和気再い再い腰楽裁い策碕時燦過斎裁腰 

碕雑削新烝燦採祝い裁擦裁冴甑 

斎賞味い冴坂い冴採祝い膳朔腰12 隣昨滋鹿ン至伺仔昨方々昨斎協力埼心燦祭薩崎調理裁冴逸品埼際甑 

美味裁采腰琢品埼腰坤華墾昨再傘戻町止ン祉実自慢昨採祝い膳削朔腰祭昨一烝燦健康 

長梹埼元気埼乗三勉傘不思議作力歳祭薩晒参崎い傘栽昨皿う埼裁冴甑  

斎利用者栽晒雑腰坤手作三昨採料理歳碕崎雑美味裁栽榊冴甑墾腰坤採品書済鷺採三昨 

採料理歳コン歯屍詞削採細擦榊崎い崎腰冴い裁冴雑昨坂甑墾碕昨声燦夌済擦裁冴甑 

 調理削当冴榊冴滋鹿ン至伺仔昨採一人朔腰坤碕崎雑良い雰囲気埼厨胖削活気歳再三腰 

皿栽榊冴埼際甑墾碕昨斎感想埼裁冴甑 

余興朔爾施紫屍斯ョ実腰忠胡昨演奏腰和徂鼓 SOH 昨歯実フ四実爾ン旨碕多彩作寺ロ市鹿痔埼裁冴甑    

            採金歳孜屍孜屍出崎来崎腰仔紫碕いう間削消え崎裁擦う爾施紫屍削驚済腰忠胡昨 

           音色燦楽裁札腰和徂鼓 SOH 昨勇壮作演舞碕胸昨底擦埼響采徂鼓昨音燦堪能裁擦裁 

           冴甑ワ紫斯ョ使腰ワ紫斯ョ使碕掛砕声燦栽砕崎盛三琢歳三腰斎利用者朔一様削坤徂 

           鼓昨響済削嗣資識子実燦感載冴甑墾そう埼際甑 

            搆烝腰変わ晒剤滋鹿ン至伺仔昨皆様削朔腰擦斎祭山昨 

           祭雑榊冴斎尽力燦賜三腰心皿三感謝申裁琢砦擦際甑 

 

坤い肴雑採話裁冴祭碕昨作い方碕話歳埼済崎良栽榊冴甑墾碕腰斎利用者相互昨親睦 

雑深薩晒参冴素晴晒裁い新烝会埼裁冴甑 

 

 

 

 

 

 

和太鼓 SOH 

マ施ック斯ョ実 



 

  

 

 

 超烝雑感染症昨流行際傘季節歳や榊崎済擦裁冴甑 

超季朔使ンフ識嗣ン孜昨流行歳例烝皿三早采訪参腰着防接種昨効果歳出傘前削感染裁崎裁擦榊冴方雑い冴皿う埼

際甑着防接種朔鐚効作着防法昨一肴埼際歳腰誰削埼雑簡単削埼済傘感染症着防碕いえ柵腰や朔三手洗い羽う益い埼際甑

祭昨季節朔特削気燦付砕崎祭擦薩削手洗い腰う歳い燦裁擦裁鮫う甑 

 擦冴腰部屋葈換気燦祭擦薩削行い腰湿度を 40％以¿荿保緖祭碕埼ウ使識旨削感染裁削采い環境燦作傘祭碕歳埼済

擦際甑細晒削腰栄養羽休養をし綠皦逸羽綠罇皛く祭碕雑腰感染症削檮際傘抵抗力燦肴砕傘冴薩削大勉作祭碕埼際甑 

 次昨皿う作症状歳出冴晒腰使ンフ識嗣ン孜や賜ロウ伺識旨削感染裁崎い傘療能性歳再三擦際昨埼腰家族歳輪居裁崎

い傘場合朔別室埼療養際傘作鷺腰他昨人削う肴細作い皿う削留意裁腰栽栽三肴砕諭削連絡裁崎 

溜診昨必要性等燦相談裁崎采坂細い甑 

 

                             

                              

高齢者総合止ン祉実視使支実ビ旨 柳野 聡 

武蔵野警察署管不埼昨烋成 25 烝度中昨交通人身宙故æ生件数朔 406件θ前烝比ǜ件減χ埼裁冴甑 

æ生件数朔わ剤栽削前烝度皿三減榊崎い擦際歳腰死者数腰軽症者数歳増加裁崎い擦際甑 

自転車利用歳多い武蔵野市埼朔腰交通宙故全体削占薩傘自転車関連宙故昨割合歳高采腰烋成 25烝度削市不埼æ生裁冴交

通宙故昨約 50％朔自転車歳関係裁崎い擦裁冴甑そ昨皿う作状況昨中腰高齢者昨交通宙故歳増加裁腰大済作問題碕作榊崎い

擦際甑 

 買い物や通院腰訪問作鷺削自転車燦利用際傘方雑多い碕思い擦際甑道路燦桜晒肴済作歳晒走榊冴三腰曲歳三角燦曲歳三

済参剤削皿山砕冴三際傘祭碕朔再三擦在珊栽ş高齢者昨傾向碕裁崎腰婚視野歳狭采作榊崎い傘恨腰婚耳歳遠采作榊崎い傘恨腰

婚飼鹿ン旨歳保崎作采作榊崎い傘恨作鷺腰身体的作機能昨衰え歳再三擦際甑擦冴腰婚車歳自便削気歳肴い崎避砕崎采参傘恨

碕思い込珊埼裁擦う祭碕雑再三擦際甑自便埼朔腰左右燦確認裁崎い傘肴雑三埼雑腰皿采見え崎い作栽榊冴三腰飼鹿ン旨歳

保崎剤フ鹿肴い冴三裁崎転倒裁崎裁擦う祭碕歳再三擦際昨埼腰自転車走行中朔十便斎注意采坂細い甑 

交通宙故総合便析止ン祉実昨視実祉削皿傘碕腰高齢者昨自転車宙故朔腰坤昼間墾昨坤交差点墾埼多采æ生裁崎い擦際甑

明傘い栽晒碕晧心在剤削腰交差点埼昨走行削朔十便削斎注意采坂細い甑自転車朔識実識燦晤榊崎塡裁采乗三擦裁鮫う甑 

坤自転車晧全利用五則墾θ警視庁 HP 皿三χ 

ǖḿ自転車朔腰車道歳原則腰歩道朔例弸 

ǘḿ車道朔左側燦通行 

ǚḿ歩道朔歩行者優先埼腰車道皿三燦徐行 

ǜḿ晧全識実識燦晤傘 

質飲酒殺転腰忠人乗三腰並進昨禁溺 

質夜間朔鹿使詞燦点灯 

質交差点埼昨信陵遵晤碕一時停溺質晧全確認 

Ąḿ 子鷺雑朔慈識磁紫詞燦着用  

 

歩行者碕裁崎雑気燦肴砕擦裁鮫う！ 

 質詩鹿使飼実や自転車削乗榊崎い傘人朔腰歩行者削気付い崎い作い栽雑裁参擦在珊甑 

質⑰断歩道燦渡榊崎い傘時雑腰車歳近咲い崎い作い栽鷺う栽腰車昨動済削斎注意采坂細い甑 

質弭暮参時や夜間削弸出細参傘碕済朔腰明傘い服装や律射材燦身削肴砕擦裁鮫う甑 

 

 

鉀ンフルエンザ…38℃以¿葈発熱[高齢者蒴微熱葈こ羽もあ遧¥、頭痛、関節痛荢茁 

ノロウ鈺ルス…発熱[初期症状羡微熱¥、嘔吐、½痢 

 

 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

次陵朔烋成 27烝ǚ鏤 10日æ行着定埼際 

 

福祉ツ社ホヸムペヸ[ 

URL http://www.fukushikosha.jp/ 

 

 

東京都武蔵野市衛祥寺北町鰆－鰤－鰆 

バ]停ﾘ武蔵野ッ幡宮前ﾙ下車 

☎0422-23-1165鰺総務課ﾎ在宅サヸビ]課鯲 

☎0422-23-2611鰺ホヸムヘルプセンタヸ武蔵野鯲 

 

東京都武蔵野市緑町鰈－４－鰆 

バ]停ﾘ武蔵野住宅ﾙ下車 

☎0422-51-1975鰺管理ヷ社会活動センタヸ鯲 

☎0422-51-1974鰺在宅介護支援ヷ補助器具センタヸ鯲 

☎0422-51-2933鰺デイサヸビ]センタヸ鯲 

 

東京都武蔵野市衛祥寺北町４－鰆－鰆６ 

☎0422-54-5300 バ]停ﾘ北町四丁目ﾙズ┩徒歩三分 

武蔵野市福祉ツ社ヷホヸムヘルプセンタヸ武蔵野 

 

武蔵野市立高齢者総英センタヸ 

 

武蔵野市立北町高齢者センタヸ 

 

業務時間 8鰡30～17鰡15鰺全┆共通鯲 

 

           第９回  窺超日雑富士山削見晤晒参崎い擦際丑  在宅跳護支援止ン祉実 松原友子 

私朔腰生擦参雑育阪雑山梨県大鏤市埼際甑山梨碕いえ柵坤山墾柵栽三昨脉埼際甑 

子供昨夤昨穀索場朔坤桂川墾腰坤岩殿山墾埼際甑川埼魚釣三朔雑阪山珊腰川削飛索込札泳犀男昨子冴阪雑い擦裁

冴甑女昨子朔腰雑榊窄晒磁私始流三甑磁私始燦網埼際采い腰飼師肢削入参崎裁柵晒采眺薩傘昨埼際歳腰次昨日削

朔死珊埼裁擦う昨削腰擦冴流三削行済擦裁冴甑雑う一肴昨穀索場朔岩殿山甑ǖ時間采晒い栽砕崎ɔ傘碕中腹削穀

具歳再三腰そ祭埼暗采作傘擦埼穀珊埼い擦裁冴甑時々腰蛇歳出擦際歳腰誰雑驚栽作い腰そ珊作昨鷺栽作搆日燦送

榊崎い擦裁冴甑そ裁崎腰昨鷺栽削穀珊埼い傘私冴阪子供削遠采栽晒注歳参崎い冴昨歳坤富士山墾昨擦作菜裁埼際甑 

東京削住殺皿う削作榊崎 20 数烝経阪擦際歳腰斎利用者宅昨窓栽晒富士山歳見え冴時昨喜索！ 

思わ剤心昨中埼腰坤久裁振三腰私朔元気埼際!墾碕言い擦裁冴甑最近削作榊崎わ栽三擦裁冴歳腰通勤路栽晒富士

山歳見え傘珊埼際！徃気昨良い時朔腰冬昨超作晒冠雪裁冴富士山腰弭方削朔茜色削映え傘富士山昨斯識嗣紫詞甑 

実家栽晒 80km 離参冴東京埼雑見晤榊崎采参崎い傘祭碕削感謝裁崎腰超日雑腰元気燦雑晒榊崎い擦際甑 

    ⇒ 次回朔 高齢者総合止ン祉実視使支実ビ旨   張 黎明 

ツ社ズ┩┎ジ知┩せ 

老いプたく講座 

 誰削埼雑訪参傘老い削向砕崎元気作う阪削準備裁擦裁鮫う甑 

日 時 ǘ鏤 20日θ金χ 

    13 時 30 便栽晒 15時 

場 脉 福祉公社 ǖ階 会議室    

不 容 成烝後見制度削肴い崎  

問合在質申込 在宅支実ビ旨課後見係 ℡23Ḿ1165 

    介護者支援教室 ┟┉┪┎輪 

日 時 ǘ鏤 25 日θ水χ13時 30便栽晒 15時 

場 脉 高齢者総合止ン祉実ǜ階研修室 

不 容 坤家族埼埼済傘楽作跳護墾 

講 師  山本栽昨子氏 

     師仔ワ実屍鹿滋 や擦雑碕代表 

問合在質申込 在宅跳護支援止ン祉実℡ 』1Ḿ1974 

 

高齢者総英センタヸ デイサヸビ]センタヸヷひ┊┞つ┪ 親子参加者 募集 

 視使支実ビ旨止ン祉実埼腰斎利用者碕一緒削策作擦肴三昨採祝い燦裁擦裁鮫う甑 

日 時  ǚ鏤ǚ日(火) 11時 15便栽晒 12 時 30 便  費 用θ昼食代χ700付  募 集 先着 10組 

問合在質申込   高齢者総合止ン祉実 視使支実ビ旨止ン祉実  ℡ 51-2933 

 


