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人雑腰日暮参雑腰急災足碕作傘 12鏤碕作三擦裁冴甑 

大雪

冴い在肴

雑過災腰寒椿歳擦阪燦彩榊崎い擦際甑 

市内各駅前昨美裁采輝采使識璽資実斯ョン燦 

目削際参柵腰祭昨 1烝昨出来事歳去来裁擦際甑 

皆様削朔鷺う財良い採烝燦採迎え采坂細い甑 

 

 

 

 

 

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 
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11鏤 5日昨始鹿士ケ発表会燦始擦三碕裁崎恒例昨桜参あい文尤祭歳 11鏤 12日栽晒 14日擦埼開催細参擦裁冴甑 

社会活動セン祉実溜講者昨皆様昨腰日夤昨耨果燦発表際傘晴参昨場埼際甑期間中朔 1605隣昨方削斎来場い冴坂

済擦裁冴甑 

溜講者昨方々朔腰跳護予防昨冴薩昨健康咲采三腰仲間碕昨交流腰趣味活動昨深尤削励 

殺腰擦細削時代歳求薩傘健康長梹昨詞ッ寺鹿ン試実碕言榊崎雑過言埼朔あ三擦在珊甑 

日夤昨研鑽昨賜物埼あ傘多種多様作展示作品腰緊張昨中削雑高い歯フ四実爾ン旨燦 

披露裁喝采燦得冴旨至実施発表腰罪昨鷺参雑歳素晴晒裁い雑昨埼裁冴甑 

擦冴腰輪時開催細参冴視使支実ビ旨セン祉実作品展朔腰斎利用者碕旨祉ッフ昨人間的肴作歳三歳感載晒参傘腰

温栽い雰噬気碕親裁札削満阪崎い擦裁冴甑344隣昨方削斎来場い冴坂済擦裁冴甑 

籐細工碕絵手紙昨ワ実ク斯ョッ寺雑好評埼裁冴甑坤充実裁冴文尤祭坂榊冴墾坤作品昨展

示歳良栽榊冴墾坤地域コ璽ュ誌ケ実斯ョン歳噪晒参冴墾作鷺昨斎感想燦夌済擦裁冴甑 

採馴染札昨コ璽ュ誌至伺始フ史埼朔地域福3/8昨活動団体昨輪歳広歳三腰地域包括ケ仔

昨基礎咲采三昨一助碕作三擦裁冴甑う冴斎え喫茶碕雑裁び腰あ珊細珊鮭傘 A lugo Pino

コン支実詞雑盛況埼腰斎参加者削採楽裁札い冴坂済擦裁冴甑 

溜講者質各講師質滋鹿ン至伺仔昨皆様燦朔載薩文尤祭削斎協力采坂細榊冴多采昨方々削腰心栽晒御礼申裁琢砦

擦際甑高齢者総合セン祉実朔腰祭参栽晒雑福3/8資源碕裁崎セン祉実削集う様々作市民昨皆様碕手燦携え崎事業燦

進薩擦際甑 
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煎茶席 和菓子ととも削 

 

美しいハーモニーA lugo Pino 
 

日頃の成果を発表しました 

 

＜紙面稱ら＞ 

  ふれあい文化祭          ◁◁◁◁⒊ペ▷ジ 

権利擁護センタ▷事業ご案内 

施設介護サポ▷タ▷受講者募集 

市認定ヘ篝パ▷養成研修   ◁◁◁◁⒋ペ▷ジ  

改修工事御礼◁硼役立ちナビ  ◁◁◁◁⒌ペ▷ジ 

硼知らせ◁窗翩▷コ滬ム      ◁◁◁◁⒍ペ▷ジ 

デイサービスの力作 

華やか作彩の玄関

 

http://azukichi.net/season/autumn/autumn0344.html
http://azukichi.net/season/autumn/autumn0344.html


 

 

～ 生活困窮者自立相談支援事業質撤居確保給付金事業昨斎案内 ～ 

 

権利擁護セン祉実昨業務削肴い崎朔腰9鏤質10鏤号埼腰伝統昨鐚償圻宅福3/8支実ビ旨昨系譜削あ傘坤肴作歳

三支治実詞事業墾昨斎紹跳燦い冴裁擦裁冴甑祭昨 4鏤栽晒朔腰創業以来腰蓄積裁崎済冴斎利用者碕寄三添い腰

罪昨自立燦支援際傘賜司雌司燦活用裁崎腰生活困窮者自立相談支援事業質撤居確保給付金事業燦市栽晒溜う裁

実施裁崎い擦際甑社会歳抱え傘課題昨一肴削貧困問題歳あ三擦際甑生活保護擦埼削朔至晒作い歳腰坤一人埼朔自

立際傘祭碕歳飫裁い墾腰坤就職雑擦擦作晒作い墾腰坤鷺う裁冴晒良い栽便栽晒作い墾碕悩珊埼い傘方削腰自立生活

支治実詞相談支援員歳共削課題昨解決燦噪三腰自立燦支援裁擦際甑擦冴腰撤居確保給付金事業朔腰現圻頹職

裁腰撤宅燦失榊冴方θ擦冴朔罪昨採罪参昨あ傘方χ埼腰就労意欲歳あ傘方削期間限定埼家賃便相当θ琢限歳あ

三擦際χ昨給付金燦支給裁擦際甑 

福3/8公社朔腰市民歳孤独鯖孤立作鷺削祀傘祭碕燦防災腰健康埼文尤的作生活燦実現埼済傘皿う削腰社会昨構耨員碕

裁崎包札腰支え合う社会的包摂昨理念削沿榊崎腰力燦尽采裁擦際甑採気軽削斎相談采坂細い甑 

連絡先：圻宅支実ビ旨課 権利擁護セン祉実 鏤～金曜日θ3/11瞩采χ8:30～17:15 ☎23－1165 

戻町高齢者セン祉実朔創設以来腰滋鹿ン至伺仔昨皆様昨温栽い斎支援埼運営細参崎い擦際甑擦細削地域削開

栽参腰地域碕共削歩殺施設碕言え擦際歳腰輪セン祉実削限晒剤腰各福3/8施設朔腰滋鹿ン至伺仔昨支援作采裁崎

支実ビ旨燦提供埼済作い現状歳あ三擦際甑 

祭昨燵腰施設昨斎利用者燦支援際傘琢埼必要作知識腰臘術腰高齢者削多い藴害碕認知症昨基本作鷺燦学鮭

講燼燦開催裁擦際甑支援檮象者像朔腰日常生活動作削関裁崎歩行昨見守三栽晒一部跳助埼腰軽燵昨認知症歳

あ三腰烋均烝齢 80歳台燦使磁実施裁崎い擦際甑 

高齢社会削採砕傘一般教養腰老い載冴采昨冴薩削雑鐚益作学び埼際甑是非腰斎溜講采坂細い甑 

採待阪申裁琢砦擦際甑斎関心腰斎興味昨あ傘方朔腰採問い合わ在采坂細い甑 

 

日 時    第ǘ回 烋耨 28烝 1鏤 26日釈栽晒 1鏤 30日㈯  

       θ 第ǚ回予定 烋耨 28烝 3鏤 16日錫栽晒 3鏤 19日㈯ χ  

場 所    戻町高齢者セン祉実 2階会議室θ他施設昨見学鐚三χ 

問合在質申込 戻町高齢者セン祉実 担当 琢田 ☎Ąǜ－Ąǚǹǹ 

武蔵褫市認定慈識歯実θい済い済支え合い慈識歯実χ養耨研修実施 

 10鏤栽晒昨跳護予防質日常生活支援総合事業昨実施削碕雑作い腰要支援者削檮際傘次実痔慈識寺支実ビ旨歳総

合事業へ移行裁擦裁冴甑総合事業埼朔跳護保険昨枠組札削捉わ参剤削腰市昨実情腰特色燦活栽裁冴流三組札歳出

来傘皿う削作三擦際甑罪祭埼腰次実痔慈識寺セン祉実武蔵褫θ圻宅支実ビ旨課訪問跳護係χ歳市栽晒溜う裁腰10

鏤 16日腰19日腰20日昨濯日間削亘三 18時間昨講義碕 2時間昨実習燦内容碕際傘腰市認定慈識歯実昨養耨研修

燦実施裁擦裁冴甑擦阪犀傘札昨支えあい昨実践者碕裁崎腰祭祭山菜裁あ傘 26隣昨方々歳溜講裁擦裁冴甑 

超後昨斎活躍燦1/8念裁腰市民扶助昨輪歳広歳傘祭碕燦期待裁擦際甑 

作採腰輪セン祉実朔腰跳護保険実施前栽晒市昨跳護需要削応え傘冴薩削訪問跳護事業燦開始裁腰専門研修燦実

施際傘作鷺腰市内昨事業者昨支実ビ旨昨質昨向琢昨冴薩削雑事業展開裁崎い擦際甑 

施設作鷺埼昨斎活躍燦1/8念裁擦際 

 

 

 

 

http://illpop.com/img_illust/gadget/notebook11.png
http://1.bp.blogspot.com/-TQciFqQk71o/U-8FrveBYCI/AAAAAAAAkwQ/LoH4_x0bH7E/s800/obaasan_woman_tasukeai.png
http://1.bp.blogspot.com/-rW8faW4xZL0/UgsrqRB9aDI/AAAAAAAAXHs/X9tHO7QFTvM/s800/kurumaisu_yellow.png
http://illpop.com/img_illust/gadget/notebook11.png
http://3.bp.blogspot.com/-qcjhzMelDsc/Uyk_NY1dnRI/AAAAAAAAeN4/wAf-1pUwvgs/s800/tatemono_jutakugai.png
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補助器具セン祉実 コン糸資ン旨仔詩飼使孜実 牧褫美奈子

排泄藴害碕朔腰尿鯖便歳う擦采溜薩晒参作い腰漏参傘腰出方腰出裁方鯖回数削問題歳起祭傘藴害昨祭碕埼際甑 

直阪削命削影響燦及拶際祭碕歳少作い昨埼腰坤烝昨在い坂栽晒墾腰坤恥剤栽裁采崎誰削雑言え作い墾作鷺埼諦薩崎裁

擦い歳阪埼際甑超回朔祭昨排泄藴害昨う阪埼排尿藴害削肴い崎正裁い知識燦採知晒在裁擦際甑 

排尿藴害朔腰尿失禁質頻尿質排尿困飫質過活動膀胱歳主作藴害昨種類埼腰症状碕原因朔託ぇ昨通三埼際甑 

藴 害 種類 症状 原因 

 

 

 

尿失禁 

58坎性 咳鯖采裁皐札腰活動時削漏参傘 

就寝中朔漏参作い 

女性削多采腰出産質更烝期質便秘質肥満質加齢歳大済作

原因埼際甑男性昨場合腰前立59昨手術後削作三鯖際采個

人差歳あ三擦際甑 

勉迫性 詞使鴫削行済冴い碕思榊冴途端間削合

わ剤削漏参傘 

膀胱炎質脳血管疾患昨後遺症質歯実キンソン病昨主症状

埼際 

溢流性 作珊碕作采夜雑昼雑私鹿私鹿漏参傘 脊髄損傷昨場合腰尿意歳作采男女碕雑削採祭三擦際甑比

較的腰高齢昨男性削多采腰尿暑昨閉塞栽膀胱昨率縮昨徹

託歳原因埼際甑 

機能性 正常作排尿褻歳詞使鴫以外昨碕祭山埼

出崎裁擦う 

膀胱碕尿暑昨機能削問題朔作い歳腰日常生活昨動作鯖認

知昨藴害削皿榊崎排泄行動歳埼済作い祭碕歳原因埼際甑 

頻 尿 詞使鴫削行采回数歳 

日中 9回以琢夜間 2回以琢 

膀胱炎質排尿困飫質水便昨流三際災質気持阪昨問題歳影

響裁擦際甑 

排尿困飫 出初薩栽晒終わ傘擦埼 3057以琢時間

歳栽栽傘 

尿暑昨閉塞腰膀胱昨率縮異常腰4/11経疾患削皿傘膀胱尿暑

昨機能不全歳主冴傘原因埼際甑 

過活動膀胱 最初削感載傘尿意栽晒耿慢埼済削采い

強い尿意燦感載崎裁擦う 

膀胱昨率縮歳コン詞竺実識埼済作い状態θ無抑制χ昨状

態埼際甑 

本人雑周三昨方雑特削採困三昨状態削作傘昨朔坤尿失禁墾坂碕思い擦際甑尿失禁雑種類質原因削皿榊崎檮応策歳涉い擦

際甑十把一絡砦削坤漏参墾碕言わ剤適勉作檮処法燦行榊崎い冴坂済冴い碕思い擦際甑 

℧58坎性尿失禁→骨U底筋体操燦実施裁擦際甑6162裁崎行い擦際甑 

℧勉迫性尿失禁→主治医削相談裁膀胱燦式鹿ック旨細在傘薬剤燦処方裁崎夌済擦際 

℧溢流性尿失禁→排尿藴害燦専門削診崎采参傘泌尿器56削早急削溜診燦裁崎託細い 

℧機能性尿失禁→跳護昨方法燦見直裁冴三腰適勉作排泄用品昨選択燦裁擦際 

採困三昨時削朔是非斎相談采坂細い甑 

           

高齢者総合セン祉実 補助器具セン祉実 ☎51―1974 

θ予約制埼際甑擦剤腰採電話埼斎予約采坂細いχ 

 

 

 

 

 

 

 

戻町高齢者セン祉実 改修工事 完了御礼 

皆様昨斎理解斎協力削皿三 11鏤 4日栽晒始擦榊冴工事歳完了裁腰詞使鴫歳 1栽所腰洗面台歳 2栽所増設細参擦

裁冴甑セン祉実昨長烝昨懸案歳解消裁腰斎利用者昨利便性歳向琢裁崎腰皿三快適削セン祉実燦斎利用い冴坂砕傘皿

う削作三擦裁冴甑工事中朔腰斎利用者朔雑碕皿三腰近隣昨皆様削何栽碕斎不便腰斎迷惑燦採栽砕裁腰誠削申裁訳斎

菜い擦在珊埼裁冴甑心皿三採詫び申裁琢砦擦際甑超後碕雑宜裁采採引済立崎昨程腰採願い申裁琢砦擦際甑 

 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

編集質発行 公益財団法人 武蔵褫市福3/8公社  次号朔烋耨 28烝ǖ鏤Ş日発行予定埼際 

 

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－鰊－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鰊－鰆－鰆６ 

☎0422-54-5300 バ]停ﾘ北町四丁目ﾙズら徒歩三分 

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 1９回 窺罪参財参昨見傘景色丑   管理質社会活動セン祉実 蒔田 栽作子 

自便昨目削映傘雑昨腰自便昨心歳感載傘祭碕…私署朔多采昨場合腰罪参晒燦正裁い碕信載崎い傘甑実薇朔あ晒

錆傘感覚鯖知識歳罪参財参生身昨身体燦通裁崎経験細参腰蓄積細参傘冴薩腰輪載言葉埼輪載内容燦話裁崎い崎

雑腰少裁剤肴個人差歳あ三腰変尤裁崎い傘甑時削言葉燦尽采罪う碕際参柵際傘察鷺腰際参涉い歳大済采作傘祭碕

歳あ傘昨朔腰採互い削坤自便昨感覚燦伝え冴い墾碕無意識削頑張三際災崎裁擦う栽晒埼朔作い坂山う栽甑 

特削家族作鷺身近作存圻削朔坤自便昨言榊崎い傘事燦理解裁崎欲裁い墾碕いう期待感 

歳強采作三腰罪昨便裏勉晒参冴皿う作気持阪削作傘祭碕歳多い甑 

罪雑罪雑私署朔罪参財参歳独自作見方燦通裁崎世界燦理解裁崎い傘甑採互い昨見崎済 

冴景色朔罪参財参異作榊崎い傘甑罪昨少裁剤肴昨涉い歳あ傘祭碕燦溜砕入参傘祭碕歳埼

済崎初薩崎腰少裁坂砕相互理解削近咲采皿う削思う甑      

     ⇒ 次回朔 補助器具セン祉実 石橋 美奈 

老いプたく講座 

尊厳ある自立ブた老後生活を目指ベ方に 

日 時    烋耨 27烝 12鏤 21日θ鏤χ 

      13時 30便栽晒 15時 

場 所    市民会館 第ǘ学習室 

内 容    耨烝後見制燵削肴い崎 

問合在質申込 圻宅支実ビ旨課 権利擁護セン祉実  

☎23－1165 

地域交流事業親子参加者募集 

デイサヸビ]もちつゾ 

斎利用者碕一緒削雑阪肴済燦裁崎採正鏤燦3/11い擦

裁鮫う甑肴済冴崎昨御餅燦斎賞味采坂細い甑 

日 時 烋耨 28烝ǖ鏤Ś日θ木χ13時栽晒 15時 

場 所 高齢者総合セン祉実ǖＦ竺ビ実 

定 員 親子 10組θ先着χ  

問合在質申込 視使支実ビ旨セン祉実 ☎51-2933 

 

斎意見燦臙三擦際 

採蔭様埼坤羅針U墾雑 30号燦超え崎発行際傘祭碕歳出来擦裁冴甑肴済擦裁崎朔腰皆様栽晒昨斎意見腰斎要望

燦臙三腰超後昨紙面昨充実削律映裁崎い済冴い碕思榊崎採三擦際甑宜裁采採願い申裁琢砦擦際甑 

連絡先 総務課 広報担当 ☎ǘǚ－ǖǖĽĄ  kouhou@fukushikosha.jp 

筆者撮影 小金井公園 

参加費

無料  

ツ社ズら┎ジ知らせ 


