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夏暁削朝顔歳目覚薩傘文鏤埼際甑 

朝顔朔千烝以琢前削薬草碕裁崎日本削渡来裁擦裁冴甑 

鎌倉時代以降腰観賞用碕裁崎栽嫺細参傘皿う削作三腰 

入谷昨朝顔市埼知晒参傘皿う削腰特削江戸時代削隆盛埼裁冴甑 

朝顔栽晒策碕時昨涼燦得崎腰夏昨風情燦楽裁札擦裁鮫う甑 

皆様削朔腰梅雨明砕後昨猛暑腰熱中症削斎注意采坂細い甑 

皆様削朔腰御身採大勉削採過斎裁采坂細い甑
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烋成 28烝Ľ鏤ǖ日削理宙会腰15日削評議員会燦開催裁腰烋成 27烝燵昨宙業報告及索決算報告燦行

い腰承ィ燦得擦裁冴甑 

昨烝燵朔腰市昨珽齢者福祉計き質第Ľ期跳護保険宙業計き昨施策体系燦溜砕腰坤際冊崎昨市民歳安

心裁崎生活燦送参傘墾腰坤健康埼活動的削暮晒裁62砕傘墾腰坤徹所得者昨自立燦支援際傘墾腰坤福祉昨鴫持

識仔紫寺削寄与際傘墾腰坤健全作組織遀営昨維持墾燦公社昨嫻本課巠碕裁崎腰第忠期中長期宙業計き削 

着手裁擦裁冴甑 

宙業計き埼裴点宙項碕裁冴ǜ項目削肴い崎朔腰菱剤腰跳護保険奉燵改塡削皿傘跳護報酬昨引済託砦

削対裁崎腰稼働率昨向琢等削昧薩収支昨相償燦噪三擦裁冴甑擦冴腰烋成 27烝 10鏤栽晒実施細参冴跳

護予防質日常生活支援総合宙業昨担い手埼あ傘坤い済い済支え合い慈識歯実墾昨養成宙業燦溜う裁腰

新冴作人闍育成燦開始裁擦裁冴甑 

在宅福祉支実似旨昨新冴作展開埼あ傘坤肴作歳三支治実詞宙業墾燦開始裁腰創業宙業埼あ傘鐚償在

宅福祉支実似旨栽晒昨付滑作移行燦進薩擦裁冴甑 

市栽晒溜う裁冴生活困窮者自立相談支援宙業腰撤宅確保給付金溜付窓口業務朔腰市鯖雌竺実ワ実屍

碕連携裁作歳晒斎利用者削伴走裁肴肴包括的作相談支援燦実施裁擦裁冴甑 

公社碕市民社協昨組織昨あ三方削肴い崎朔腰両者碕市削皿傘検討委員会燦設置裁腰他市昨団体匙昨

仔ン師実詞鯖視察雑実施裁作歳晒腰団体昨現状腰超後昨役割腰統合昨利益等削肴い崎検討裁擦裁冴甑

超後雑腰6162裁崎議論燦深薩崎擦い三擦際甑そ昨他昨各宙業削肴い崎雑腰坤撤札慣参冴所埼い肴擦埼

雑墾碕言う公社昨理念削沿榊崎支実似旨提供い冴裁擦裁冴甑 

決算削肴い崎朔腰跳護報酬昨減巸腰生活支援視使支実似旨委う料昨廃溺削対裁腰稼働率昨向琢等削

皿三収支相償燦噪三擦裁冴歳腰遀営費補妹昨減巸鯖鐚償在宅福祉支実似旨質権利擁護宙業昨新支実似

旨匙昨移行業務等雑あ三腰宙業収支朔前烝燵削比較際傘碕悪尤裁擦裁冴甑 

超烝燵雑宙業削精励裁市民昨皆様昨採役削立阪冴采斂載擦際甑 

┻ラ]ト 後藤 章 

 

烋成 27烝燵 宙業報告質決算報告 理宙会 評議員会  
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    θ烋成 28烝Ľ鏤 15日現在χ 

理 宙  評 議 員 

理宙長 萱場 和裕   評議員 渡部 敏夫 
θ社福χ武蔵褫市民社会福祉

協議会 常務理宙 

常務理宙 福島 文昭 武蔵褫市 参宙θ派遣χ  評議員 鈴木 省悟 武蔵褫市諭師会 理宙 

理宙 安遉 琄之 (社福)東庁家庭学校 理宙長  評議員 水闌 裕瀧 武蔵褫市歯科諭師会 副会長 

理宙 安藤 真洋 θ社福χ武蔵褫 理宙長  評議員 江幡 五郎 θ社福χ親昨家理宙 施設長 

理宙 大褫 壽濯霤 弁護士  評議員 岩岡 ょ美子 
武蔵褫市民生児童委員協議会 

第瀧地癒副会長 

理宙 黒竹 肘弘 θ社福χ碕晒い桜 理宙長   評議員 竹不 啓博 公ィ会計士 税理士 

監 宙 

監宙 五十嵐 利肘 
θ社福χ東庁老人次実痔 

常務理宙θ次実痔長χ 
 監宙 安ゅ 大 税理士 社会保険労務士 

 

 

(単位：円䐢

科　　　　　　　　　目 当烝度
前烝度からの増減

腭 資 産 の 部

  臤．流動資産

    ォ臤オ 現金預金合計 52,253,131 ▲ コゴ,ザジゲ,ゴスズ

    ォ𦣪オ その他流動資産合計 81,250,995 12,651,978

          流動資産合計 133,504,126 ▲ ゲケ,ズゲズ,サゲゲ

  𦣪．固定資産

    ォ臤オ 基鑚テ産合計 418,957,659 1,483,800

    ォ𦣪オ 特定資産合計 618,013,887 74,687,732

    ォ臬オ その他固定資産合計 92,832,700 ▲ ゲザ,ジジケ,シシシ

          固定資産合計 1,129,804,246 60,400,866

          資産合計 1,263,308,372 49,481,455

膻 ヅ 債 の 部

  臤．流動ヅ債合計 65,134,867 ▲ コケ,ジゴシ,シゲゲ

  𦣪．固定ヅ債合計 78,908,115 0

          ヅ債合計 144,042,982 ▲ コケ,ジゴシ,シゲゲ

臊 正 味 テ 産 の 部

  臤．指定正味テ産合計 418,957,659 1,483,800

  𦣪．一般正味テ産 700,307,731 68,734,266

    　 　 正味テ産合計 1,119,265,390 70,218,066

   ヅ債 及び 正味テ産合計 1,263,308,372 49,481,455

貸　　借　　対　　照　　表　　膅簡略䐢

烋成コス烝ケゴ月ゴゲ日現在

 

(単位：円䐢

科　　　　　　　　　目 当烝度
前烝度からの増減

腭 一般正味テ産増減の部

    臤． 経常増減の部

      ォ臤オ 経常収益

          基鑚テ産運用益計 168,000 ▲ サゴサ,ジサゴ

          特定資産運用益計 1,504,436 ▲ ゲ,ケジシ,スズサ

          事業収益計 595,502,603 ▲ サ,ケシジ,ズスジ

          溜流補助金等計 75,475,042 ▲ ゲザ,ズジゲ,シスシ

          溜流寄付金計 96,721,507 96,671,507

          雑収益計 4,246,074 ▲ サザ,ジシケ

          経常収益計 773,617,662 75,074,437

      ォ𦣪オ 経常費用

          事業費計 624,889,230 ▲ コシ,ズズシ,コゴズ

          管理費計 94,170,248 9,386,846

          経常費用計 719,059,478 ▲ ゲジ,シケズ,ゴズゴ

            評価損益等調整前

                 当期経常増減額

54,558,184 92,683,830

          評価損益等計 0 0

            当期経常増減額 54,558,184 92,683,830

    𦣪． 経常外増減の部

      ォ臤オ 経常外収益計 15,541,963 15,541,963

      ォ𦣪オ 経常外費用計 1,365,881 ▲ ココジ,ゴゲズ

            当期経常外増減額 14,176,082 15,769,282

            税引前当期

              一般正味テ産増減額

68,734,266 108,453,112

            当期一般正味テ産増減額 68,734,266 108,453,112

            一般正味テ産期首残高 631,573,465 ▲ ゴズ,ジゲス,スサシ

            一般正味テ産期鑽残高 700,307,731 68,734,266

膻 指定正味テ産増減の部

            当期指定正味テ産増減額 1,483,800 2,107,200

            指定正味テ産期首残高 417,473,859 ▲ シコゴ,サケケ

            指定正味テ産期鑽残高 418,957,659 1,483,800

臊 正味テ産期鑽残高 1,119,265,390 70,218,066

正味財産増減計算書膅簡略䐢

烋成コジ烝ケサ月ケゲ日から 烋成コス烝ケゴ月ゴゲ日まで

 

本ア埼朔簡略尤裁冴決算書昨瀧部燦掲載裁崎採三擦際甑詳細朔次実痔 

時実施琢昨烋成 27烝燵決算書及索決算参考資料燦斎覧采坂細い 

Ľ鏤ǖ日昨理宙会腰15日昨評議員会埼承ィ 

細参腰烋成 27烝燵昨決算歳確定裁擦裁冴甑  

超後雑腰瀧層昨支実似旨向琢碕財政昨健全

尤削昧薩崎擦い三擦際甑 



 

  

高齢者総合センターデイサービス 

手打ちうどんの会 

  

Ľ鏤 11日削恒例昨う鷺珊打阪燦裁擦裁冴甑地域交流会埼裁冴歳腰残念作歳晒近隣昨方昨斎参加

朔あ三擦在珊埼裁冴甑そ参作晒柵不輪埼斂便削楽裁雑う…碕腰坤中国語燦学鮭手打阪う鷺珊昨会墾

削裁崎大い削盛三琢歳三擦裁冴甑講師朔チャン菱生θ旨タ紫児昨張χ埼際甑 

チャン菱生歳手際良采小麦粉燦祭搾傘姿削歓声歳琢歳三擦裁冴甑う鷺珊朔中国語埼坤磁ン至伺仔

士墾腰美味裁い朔坤雌士肢伺実墾腰採栽わ三朔坤孜使鹿使墾甑 

満州育阪昨 98歳昨Ⅿ細珊昨本場昨発音削腰瀧輪腰感心裁済三埼裁冴甑食冊鯖際い皿う削薄采細

采勉榊冴う鷺珊朔あ榊碕いう間削皆様昨胃袋削収擦三腰坤雌士肢伺実墾坤孜使鹿使墾昨声歳児竺仔削

響済擦裁冴甑次回腰地域昨皆様昨斎参加燦採待阪裁崎採三擦際甑 

 

 

 

北町高齢者センター 外食会 嚥やさい食堂七福堋 

Ą鏤 24日火曜日腰薄暑昨昼託歳三腰外食会燦開催裁腰斎利用者 26隣腰 

滋鹿ン至伺仔細珊ǘ隣腰旨タ紫児Ś隣腰実習学生ǘ隣埼保健センタ実前昨 

今鯖細い食堂七福困匙出栽砕擦裁冴甑健脚昨斎利用者ǚ隣朔徒歩埼腰そ昨他昨 

皆様朔センタ実昨飼旨燦使い擦裁冴甑 

           至実字識削肴采碕腰早速腰楽裁い女子詞実屍昨始擦三埼際甑 

          坤採店昨隣前昨通三腰冴采細珊昨採褫菜歳入榊崎い傘わ搾墾腰坤策碕肴腰 

         桜冴肴腰札榊肴…詞爾詞朔褫菜そ参碕雑霙物ş墾腰坤児識実肢詞爾詞榊崎 

あ傘載皐作い甑霙物皿甑済榊碕墾腰碕会話雑弾札擦際甑 

美味裁い食宙支実似旨埼知晒参傘戻かセンタ実埼際歳腰日頃碕朔遊榊冴 

雰噬気埼食歳進札腰肴い肴い食冊過災崎裁擦う方雑…甑摂流始竺式実便燦裁榊栽三消費裁崎帰路

削着済擦裁冴甑祭参栽晒雑創意工夫裁崎腰斎利用者削愛細参腰楽裁薩傘坤札珊作歳い崎 鯖際晒

災朔犀采殺 センタ実墾燦遀営い冴裁擦際甑 

 

 

  

 

珽齢者総合センタ実在宅跳護支援センタ実朔毎鏤θŞ鏤腰12鏤燦除采χ第ǜ金曜日削家族 

跳護教室札鷺三昨輪燦開催裁腰講燼鯖茶話会昨開催腰情報提供作鷺埼家族跳護燦実践際傘方々燦

支援裁崎い擦際甑そ昨瀧環碕裁崎腰祭昨Ľ鏤 24日削新冴作試札碕裁崎坤札鷺三 

昨わ始児史墾燦開店裁擦裁冴甑 

採茶鯖コ実事実燦飲札作歳晒気軽削採話燦裁崎腰人碕人碕昨桜参あい昨中削 

跳護昨事ン詞燦見出裁腰採互い削支え合う祭碕作鷺燦目標削裁崎い擦際甑 

当日朔 16隣歳参加細参腰滋鹿至伺仔昨伊藤真矢子細珊昨児識実詞昨 

調冊削耳燦傾砕腰浜逿弔美波細珊昨消費者被害啓発落語坤採柵あ阪皐珊昨 

瀧日墾埼身近作問巠埼あ傘悪質商法匙昨心構え燦学索腰和鯖栽削話昨花歳 

咲済擦裁冴甑超烝燵昨始児史朔 10鏤 28日腰ǘ鏤 24日燦予定裁崎い擦際甑 

皆様昨採越裁燦採待阪申裁琢砦擦際甑 

 

 

 

 

  

 

 

札鷺三昨わ始児史開店 

 

http://www.irasutoya.com/2013/11/blog-post_13.html
http://www.irasutoya.com/2012/03/blog-post_8325.html
http://www.irasutoya.com/2013/11/blog-post_13.html
http://www.irasutoya.com/2012/03/blog-post_3888.html
http://www.irasutoya.com/2012/11/blog-post_3904.html


 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

編集質発行 公益財団法人 武蔵褫市福祉公社     次号朔烋成 28烝Ş鏤 10日発行予定埼際 
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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┻サヸビ]センタヸ鯲 

 

東京都武蔵野市衛祥寺北町４－鰆－鰆鰮 

☎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 26回  窺祭祭山通わ在傘手書済文數丑 

                        地域包括支援センタ実 大久保 明香 

私朔手書済昨文數歳好済坂甑人昨書采文數削朔腰そ昨人昨人碕作三鯖腰そ昨時昨気持阪歳現参

傘皿う削感載晒参傘栽晒埼あ傘甑裁栽裁作歳晒腰便利作世昨中削作三θ烋成生擦参昨私歳言う昨

雑採栽裁い歳χ私冴阪歳目削際傘文數昨大半朔印宝細参冴坤整榊冴墾文數碕作榊崎裁擦榊冴甑 

そう裁冴文數朔読札鯖際采朔あ傘歳腰冷冴い印象燦溜砕傘祭碕雑あ傘甑 

坤手書済昨文數削触参冴い墾そ珊作思い埼少裁前栽晒文通燦始薩冴甑相手昨文數歳 

乱参崎い傘碕坤何栽あ榊冴昨坂山う栽墾碕案載腰嬉裁い報告昨碕済削朔文數歳躍榊崎見え傘甑 

祭昨皿う削腰手書済昨文數燦見傘碕書済手側昨あ桜参傘感情鯖込薩冴思い歳い榊そう伝わ榊崎

采傘昨坂甑祭阪晒歳手紙燦書采碕済朔相手燦思い浮栽冊腰気持阪燦込薩崎卓寧削書采皿う心掛砕

崎い傘甑日常昨業務埼昨書類腰支援昨ぇ録腰残念作歳晒祭昨コ鹿痔埼細え雑 

手書済埼朔作い歳腰鷺珊作文章雑手書済昨碕済碕輪載皿う作心構え埼裁冴冴薩冴い甑 

➡次回朔 次実痔慈識寺センタ実  濯木 明美   

ツ社ズら┎ジ知らせ 

老いプ〞く講座 

～尊厳あ┫老後┎構築┎〞┡に～ 

日 時 Ś鏤 29日(金) 

13時 30便栽晒 15時 

場 所 福祉公社 ǖ階会議室 

不 容 老い載冴采昨嫻礎知識削肴い崎 

問合在質申込  在宅支実似旨課後見係  

☎ ǘǚ－ǖǖĽĄ 

エンデ┺ングノヸト講座

～歩┳─道┲記ブﾎ残ビ┬〞人に指針┲～

日 時 Ś鏤 15日(金) 

13時 30便栽晒 15時 

場 所 福祉公社 ǖ階会議室 

不 容 嗣ン視伺ン市賜実詞昨書済方 

問合在質申込  在宅支実似旨課後見係  

☎ ǘǚ－ǖǖĽĄ 
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