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福祉ツ社┏ﾎ武蔵野市ゼ全国に先駆けﾎ昭和 55年に設立ブた在宅サヸビ]提供機関┇ベﾏ 

誌名ﾘ羅針盤ﾙ┏ご利用者を包括的に支援ブﾎそ┎人生┈共に歩むサヸビ]┎基本姿勢を表ブたも┎┇ベﾏ 

 

福祉ツ社通信 

 

鰥月号 
発行日  

鎖成 27裟８月 10日 

ﾜ第 2鰤号鰺月刊鯲ﾝ 

 

蜩

ひ犀晒裁

歳朝夕削詠う秒鏤碕作三擦裁冴甑 

罪昨精妙作響済削腰蹠盆燦迎え傘情趣歳裴作三擦際甑 

祭昨鏤朔腰坤燕去鏤θ肴柵薩細三咲済χ墾碕雑 

倭柵参傘罪う埼際甑高齢者総合止ン祉実栽晒朔腰 

五羽昨子肢飼磁歳元気削巣立阪擦裁冴甑 

罪昨活力削あや栽三腰皆様削朔酷暑燦乗三勉榊崎采坂細い甑 

          名誉滲民 山﨑倫子先生燦偲ぶ会 

                 滲主催昨坤山﨑倫子先生燦偲ぶ会墾歳腰先生歳生活細参腰活動昨場埼あ榊冴北か高

齢者止ン祉実埼Ś鏤 19日削執三行わ参擦裁冴甑会場削朔手作三昨磁示式仔識思実試

実雑設置細参腰思い出昨品昨数々歳展示細参擦裁冴甑 

               邑琢晤塡滲長朔腰坤倫子先生昨高齢者福祉充実昨思い腰滋鹿ン至伺仔  

燦大勉削際傘姿勢腰生涯現役昨活躍墾削肴い崎採別参昨言葉埼言及裁腰 

坤先生昨意睚燦裁榊栽三碕溜砕溺薩腰祭参栽晒雑腰ひ碕三瀧人燦大勉削際傘福祉昨

充実削流三組殺墾碕話細参擦裁冴甑 

深沢署也滲議会議長朔腰追悼昨辞碕裁崎腰坤先生昨使和感碕誠昨祭雑傘折々昨発言腰親裁細昨中昨高貴作立阪居振傘舞い墾

削静栽作感動燦覚え冴祭碕燦話細参腰坤倫子先生質浩先生斎彿妻昨高采掲砦傘旗碕魂昨雑碕削集い腰児ロン至伺仔昨事業削

流三組珊坂墾滋鹿ン至伺仔昨皆様匙エ実識燦送三腰議会朔滲碕共削止ン祉実燦支え崎い采碕述冊晒参擦裁冴甑 

前滲長昨土屋塡忠衆議院議員朔腰滲長在任中昨止ン祉実建設昨経緯腰運営構想昨基本腰倫子先生斎彿妻削魅了細参崎集

う 200 名昨滋鹿ン至伺仔腰私使仔試妃来訪昨思い出燦語三肴肴腰坤倫子先生歳照晒裁62砕冴灯燦掲砦腰明傘い長梹社会燦

作傘墾決意燦先生削捧砦擦裁冴甑滋鹿ン至伺仔代表昨不藤博子氏朔腰先生碕昨長烝昨交流燦振三返三肴肴坤先生燦慕榊崎腰

祭参栽晒雑歩い崎行済擦際墾碕腰親裁采遺影削語三栽砕擦裁冴甑 

罪昨後腰坤山﨑倫子先生昨軌跡墾燦旨鹿使詩琢輜裁崎腰先生昨坤人昨冴薩削尽采裁冴い墾碕言う精神削貫栽参冴斎生涯燦

回顧裁腰オ実質斯而ン死式死昨磁ロ視伺削載在冴坤採ゝ北か高齢者止ン祉実墾燦合唱裁崎先生燦送三擦裁冴甑 

最後削腰斎親族昨高木鏤子氏栽晒採心昨祭雑榊冴斎挨拶歳あ三腰い肴擦埼雑心削残三腰睨参得作い追悼昨ひ碕時燦 

持肴祭碕歳出来擦裁冴甑 

偲ぶ会終了後昨瀧般献花削62済腰滋鹿ン至伺仔感謝昨会歳開栽参擦裁冴甑 

祭昨会朔坤滋鹿ン至伺仔歳倫子先生削感謝際傘碕共削腰先生歳滋鹿ン至伺仔削 

感謝際傘墾趣踪埼開栽参腰高木氏栽晒採食事碕採飲札物歳提供細参擦裁冴甑 

視使支実ビ旨昨各曜日昨寺ロ市鹿痔代表や職員歳罪参財参思い出や感謝燦語三腰 

先生昨斎存在歳坤人間教育罪昨雑昨埼あ榊冴墾碕再認識裁擦裁冴甑 

倫子先生匙昨感謝碕止ン祉実愛燦更削深薩腰罪昨発展腰充実燦期裁冴瀧日埼裁冴甑 

イラ]ト 後藤 章 

 

 



 

 

 

烋成 26烝度 決算報告 

烋成 26烝度昨決算燦報告い冴裁擦際甑 

不容朔次昨通三埼際歳腰超後碕雑腰鋭意腰財務状況昨改善削努薩崎擦い三擦際甑 

※ 詳細朔福祉苗社次実痔時実施θhttp://www.fukushikosha.jp/info/koukai/index.htmlχ 

擦冴朔本部事務所削崎閲覧埼済擦際甑 

貸  借  対  照  表 

烋成 27烝 03月 31日現在 

(単位：円） 

科         目 当烝度 前烝度 増減  科         目 当烝度 前烝度 増減 

腭 資 産 の 部        膻 ヅ 債 の 部       

  臤．流動資産          臤．流動ヅ債       

    現金預金合計 75,824,520  38,543,088  37,281,432        流動ヅ債合計 85,871,478  49,092,375  36,779,103  

    その他流動資産合計 68,599,017  67,504,346  1,094,671     𦣪．固定ヅ債       

    流動資産合計 144,423,537  106,047,434  38,376,103        固定ヅ債合計 78,908,115  54,517,655  24,390,460  

  𦣪．固定資産             ヅ債合計 164,779,593  103,610,030  61,169,563  

     基本テ産合計 417,473,859  418,097,259  ▲623,400           

     特定資産合計 543,326,155  616,063,064  ▲72,736,909   臊 正 味 テ 産 の 部       

     その他固定資産合計 108,603,366  52,791,843  55,811,523     臤．指定正味テ産       

     固定資産合計 1,069,403,380  1,086,952,166  ▲17,548,786        寄附金 418,097,259  418,587,259  ▲490,000  

              基本テ産評価損益等 ▲623,400  ▲490,000  ▲133,400  

              指定正味テ産合計 417,473,859  418,097,259  ▲623,400  

           𦣪．一般正味テ産 631,573,465  671,292,311  ▲39,718,846  

          膅うち特定テ産への充当額䐢 (50,737,000)  (44,570,000)  (6,167,000)  

            正味テ産合計 1,049,047,324  1,089,389,570  ▲40,342,246  

          資産合計 1,213,826,917  1,192,999,600  20,827,317   ヅ債 及び 正味テ産合計 1,213,826,917  1,192,999,600  20,827,317  

 

★★★★★  高齢者総英センタヸ デイサヸビ]センタヸ 七夕┎会  ★★★★★ 

  Ś鏤ǖ日削搆烝恒例昨七夕昨会燦腰斎利用者碕旨祉紫児埼楽裁札擦裁冴甑 

擦剤朔腰笹削手作三昨飾三や腰家不晧全栽晒世界烋和擦埼腰幅広采個性豊栽作願い燦込薩冴 

短冊燦腰華や栽削飾三肴砕擦裁冴甑 

飾三肴砕昨後朔職員碕斎利用者削皿傘坤七夕物語墾昨寸劇歳演載晒参擦裁冴甑 

職員雑初薩崎昨挑戦埼腰斎利用者雑ぶ榊肴砕本番昨手作三即興劇埼裁冴歳腰斎利用者昨 

名優ぶ三腰名演臘削大い削盛三琢歳三腰笑い昨絶え作い時間碕作三擦裁冴甑 

彦輓燦演載崎託細榊冴Ｙ細珊朔腰坤際斎采緊張裁冴砕参鷺腰 

皆細珊歳喜珊埼采参冴栽晒嬉裁栽榊冴甑参加埼済崎皿栽榊冴墾 

碕充実昨笑顔埼裁冴甑 

大い削笑榊崎腰塡統七夕物語雑阪鮫榊碕学冊冴腰鐚意義作会 

                 碕作三擦裁冴甑  

                  ☆斎参加い冴坂い冴皆様腰あ三歳碕う斎菜い擦裁冴☆ 

 

 

 

 

http://www.fukushikosha.jp/info/koukai/index.html


 

  

 

 

Ľ鏤 24日削高齢者総合止ン祉実ǜ階研修室削崎札鷺三昨輪燦開催裁擦裁冴甑 

当日腰直接会場削採越裁い冴坂い冴方雑含薩 20名昨斎参加埼裁冴甑 

超回昨講師朔腰㈱愛香祭斌長谷川氏碕鎭洞宗桃源院富田撤職埼際甑 

最初削長谷川氏皿三葬儀昨流参腰費用等削肴い崎昨採話歳あ三腰実薇昨見積鎬燦雑碕 

削詳細削説明歳あ三擦裁冴甑彬体的作説明燦溜砕腰参加者昨皆様栽晒朔腰坤葬儀削栽栽傘 

費用朔ş墾腰坤戒名燦頂采削朔ş墾腰坤採墓燦61臙際傘人歳い作い冴薩腰鷺う裁冴晒皿い昨栽墾 

等々活発作質問歳出擦裁冴甑坤御葬儀朔最徹埼雑数十万付栽栽三擦際甑作材作晒柵… 墾碕腰 

ひ碕肴瀧肴質問削卓寧削回答裁崎頂済擦裁冴甑参加者栽晒昨斎感想朔腰坤疑問削感載崎い冴 

祭碕歳良采便栽三擦裁冴墾腰坤前雑榊崎腰鷺昨皿う作葬儀燦裁冴い昨栽準備際傘祭碕雑大勉坂 

碕思榊冴墾等腰好評埼裁冴甑最後削富田撤職歳質問昨多栽榊冴坤戒名削肴い崎墾燦詳裁采 

話細参擦裁冴甑超後雑腰皆様昨在宅生活昨採役削立肴多彩作企き燦実施い冴裁擦際甑  

 

 

 

 

 

 

Ś鏤 23日腰西久保思璽ュ誌至伺止ン祉実埼腰西久保地域師仔会議燦開催裁擦裁冴甑 

地域師仔会議碕朔腰坤擦阪犀傘札昨支え合い昨捗組札咲采三墾埼あ傘地域包括師仔斯旨至痔燦構築際傘冴薩昨会議埼際甑 

会議燦開催際傘削当冴榊崎朔腰祭昨エ式仔燦担当際傘高齢者総合止ン祉実昨在宅跳護支援止ン祉実歳中心碕作三腰 

西久保福祉昨会や地域昨高齢者燦溜砕持肴師仔爾ネ施而実腰地域包括支援止ン祉実担当者碕準備裁崎擦い三擦裁冴甑 

擦冴腰坤西久保地域支治実詞爾紫寺 ～ 高齢者編 ～墾燦作成裁腰資料碕裁崎配漱裁擦裁冴甑 

当日朔福祉昨会腰老人屍鹿字腰日赤奉捗団腰瀧卓目か会腰思璽ュ誌至伺協議会腰福祉支実ビ旨事業所腰郵便局腰駐在所腰 

商店会腰都営撤宅自治会等栽晒 54名歳参加細参擦裁冴甑罪裁崎Ş市識実寺削便栽参崎腰坤高齢者昨生活課題燦札珊作埼 

考え皿う墾燦至実爾削話裁合い擦裁冴甑地域埼生活裁崎い采琢埼昨課題昨共鐚腰解決策腰流三組札等削肴い崎活発削 

意見燦交蜃裁腰坤明日栽晒埼済傘祭碕朔何作昨栽墾燦彬体的削腰皿三身近作問題碕裁崎検討裁擦裁冴甑 

斎参加者昨問題意識朔腰坤瀧人暮晒裁腰認知症腰人や地域碕昨関わ三燦 

拒殺高齢者墾燦腰地域埼鷺昨皿う削支え崎い采栽昨点埼共通裁崎い擦裁冴甑 

 擦剤腰罪昨皿う作高齢者歳坤地域埼生活裁崎い傘祭碕墾削気咲采祭碕燦 

出発点碕裁崎腰坤本人昨気持阪燦理解裁日常的削声燦掛砕傘墾腰坤顔作載札削 

作傘墾腰坤居場所燦肴采傘墾腰坤情報燦共鐚裁専門職碕共削檮応際傘墾祭碕作鷺歳 

裴要埼あ傘等腰地域埼生活燦共削際傘腰滲民的視点栽晒昨鐚益作斎意見歳数多 

采出細参擦裁冴甑 

斎参加昨皆様栽晒朔坤地域昨顔歳見え冴墾腰坤地域昨会合埼祭珊作削雑知晒 

作い方碕話燦際傘昨朔初薩崎埼際甑碕崎雑良い祭碕埼際墾腰坤撤札62砕晒参傘 

地域燦目指裁崎腰多采昨人歳頑張榊崎い傘碕知榊冴祭碕歳第瀧昨収穫墾等腰 

会議開催燦評価際傘斎感想燦頂済擦裁冴甑 

坤擦阪犀傘札昨支え合い墾昨根本燦実感裁冴鐚意義作時間燦持肴祭碕歳出来 

擦裁冴甑跳護保険燦朔載薩碕際傘社会保藴制度や専門職昨働済坂砕埼朔坤高齢 

者昨暮晒裁墾昨際冊崎燦支え晒参擦在珊甑 

在宅跳護支援止ン祉実朔腰罪参燦補う坤地域力墾昨醸成昨冴薩削腰超後雑 

日常昨業務燦通載崎力燦尽采裁腰託支え裁崎擦い三擦際甑 

  

 

 

家族跳護支援教室 札鷺三昨輪 ～ 人削聞砕作い葬儀昨話裁 ～ 
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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 15回  窺 御恩送三 丑 

 高齢者総合止ン祉実 在宅跳護支援止ン祉実 柳褫 聡   

大江戸秒百秒か昨庶民昨暮晒裁削根付い冴坤御恩送三墾昨習慣燦斎存知埼際栽ş 

御恩送三碕朔腰坤誰栽栽晒溜砕冴恩燦腰直接罪昨人削返際昨埼朔作采腰別昨人削送傘祭碕墾坂罪う埼際甑 

罪う際傘碕腰恩歳世昨中燦犀傘犀傘回榊崎坤塡昨連鎖墾歳起済崎采傘碕いう昨埼際甑 

聞采碕祭山削皿傘碕腰仏教埼朔腰人朔生擦参作歳晒削四肴昨恩燦い冴坂い崎い傘碕言い擦際甑 

国王θ国家χ昨恩腰衆生θ生済碕裁生砕傘雑昨χ昨恩腰濯曖θ仏質法質僧χ昨恩腰父捩昨恩埼際甑 

祭昨四恩燦自覚際傘祭碕歳報恩θ恩返裁χ匙昨暑碕説い崎い擦際甑人間碕裁崎生栽裁合い腰支え合う祭碕朔 

福祉昨原点削雑繋歳傘祭碕埼腰碕崎雑大勉作祭碕坂碕思榊崎い擦際甑 

私雑福祉苗社削入職裁超烝 10鏤埼 10烝目削突入埼際甑祭祭擦埼自便燦育珊埼采参冴色々作方々昨斎厚情燦 

思い起祭裁作歳晒腰身近作小細作碕祭山栽晒腰少裁剤肴御恩送三燦裁崎い済冴い碕考え崎い擦際甑 

祭参栽晒雑暸裁采採願い申裁琢砦擦際甑⇒ 次回朔高齢者総合止ン祉実 在宅跳護支援止ン祉実 大谷 細肴済  

 

ツ社ズ┩┎ジ知┩せ 

老いプたく講座 

～尊厳あ┫ 老後┎構築を 目指ベ方に～ 

日 時Ź烋成 27烝Ş鏤 24日(鏤)13時 30便栽晒 15時 

場 所Ź福祉苗社 ǖ階会議室 

不 容Ź成烝後見制度削肴い崎 

問合在質申込Ź在宅支実ビ旨課後見係 ☎ 23-1165 

北町高齢者センタヸ 調理アルバイト募集 

採採殺搾 55歳哲擦埼昨方質資格不要θ経験者歓迎χ 

週ǚ日θ曜日応相談χ碕土曜日θ鏤ǖ腰ǘ回χ 

時 給 950付   面接腰調理昨試臘鐚三℡ 

問合在 ☎ 54‐5300 担当Ź琢田   

担当Ź江尻 ℡ －

高齢者総英センタヸ デイサヸビ]センタヸ 

夏祭┪┎ジ知┩せ ご来場大歓迎 ！！ 

往采夏燦惜裁殺腰心あ冴冴擦傘地域交流昨ひ碕時埼際甑 

鷺作冴様雑腰当日会場匙採越裁采坂細い甑 

日 時 Ş鏤 31日θ鏤χ11時栽晒 14時 

場 所 高齢者総合止ン祉実Ą階次実識 

参加費 100 付 100 付歯旨埼飲札物腰採食事θ焼済罪

柵腰採削災三腰唐蜀砦腰治至詞作鷺χ腰金魚際采

い直各種志実痔等燦際冊崎提供甑先着 100名甑 

催裁物 和徂鼓 SOH削皿傘演舞腰採札祭裁腰飼孜実腰 

盆踊三作鷺盛三沢山 

問合在 視使支実ビ旨止ン祉実 ☎ 51-2933 

 


