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今年の梅雨は湿り梅雨、地方によっては暴れ梅雨。 

長梅雨で、ぐずついた天気が続き、日照時間も記録的に短く、 

平成 5 年の冷夏を思い出しましたが、やっと到来した夏は 

酷暑、炎暑の厳しい毎日です。 

しかし、アキアカネが里へ下り始め、暦の上 

では、はや、立秋です。 

皆様には、くれぐれもご体調にご留意 

なさり、御身お大切にお過ごしください。 

 

月号 

令和元年 ８月９日 発行 

 

第 77 号 月刊 

恒例  社会活動センター受講者と児童との交流会  

福祉公社は、武蔵野市が全国に先
駆け、昭和 55 年に設立した在宅
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表したもの
です。 
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６月 28、29 日、大野田小学校、千川小学校、武蔵野東学園の小学３・４年生の計 245 名と受講者 

延べ 78 名が交流しました。60 歳から 70 歳の年齢差を感じさせない、楽しい親睦のひと時でした。 

児童はフラダンス、水墨画、マジック、折り紙、茶道の５講座にそれぞれ参加し、講座講師や受講者

から懇切丁寧な手ほどきを受けました。 

成果発表会では南国気分のフラダンス、新聞紙で作った驚きのツリーマジック、墨の濃淡も巧みな水

墨画が披露され、会場は拍手喝采となりました。 

世代を超えて、熱心で心温まる交流が展開した濃密な時間でした。 

< 児童の手紙より > 

水ぼく画のこうれいしゃさんに教わって、もっと絵をかくのが好きに 

なりました。 

マジックは家に帰ってお父さんたちに見せました。とってもよろこんで

いました。 

フラダンスははじめむずかしかったし、はずかしかったけれど、アドバ

イスをもらって、えがおでやってみると、はずかしくなくなりました。 
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7月 3日、みずきっこの親子 8組が参加してご利用者と七夕竹を飾りつけました。 

願いごとを書いた短冊や色鮮やかな飾りを、順番につけていきました。 

お母さんと一緒に熱心に飾りつけをしている子どもたちを、ご利用者の皆様は、本当に、やさしい、やさしい

笑顔で見守っていました。また、その笑顔に応えるお子さんのうれしそうな微笑みで、コミュニティケアサロン

は、ほんわかと温かい雰囲気に満たされました。 

子どもたちは、いつも以上に長い時間、ご利用者と一緒に過ごし、帰り際にはご利用者の前をぐるっと一周。

それぞれのご利用者の前に立ち止っては握手をし、立ち止ってはタッチし、ゆっくり、ゆっくり、お別れの 

挨拶をしてくれました。 

最後の最後まで、温かい笑顔と拍手でいっぱいの素敵な七夕 

の思い出になりました。 

 

 

 

 

健康長寿で、いきいきと生活できるように、介

護予防、健康増進、余暇活動の充実や社会参加を

目的とした講座（音楽・体操・美術など）を開講

します。詳細は市報(８月１日号)またはホームペ

ージをご覧下さい。 

ビデオ上映会では、各講座の内容や活動の様子

と講師のコメントを上映します。 

講座選択の参考にぜひお越しください。 

講座紹介ビデオ上映会 

日 時 ８月 19日(月) 

運動体操系：午前 10時～10時 30分 

文化芸術系：午前 11時～11時 30分 

場 所 高齢者総合センター 

申 込 不要。当日、直接会場へ 

問合せ 高齢者総合センター 

社会活動センター  

☎ 51－1975 

 

 

 

  

後期講座受講者募集 

講座紹介ビデオ上映会 

 

左下の写真は、父の日に当たり、書道プログラムで、

ご利用者がお父さんの思い出を書にした作品です。 

右下は通所を機に 90 歳から書道を始めた M 様の作品

です。自宅でご自身の作品を表装して飾った所、お孫さ

んから「これ、本当におばあちゃんが書いたの？上手ね

～っ！」と褒められ、「自分でもそう思うくらい上手に書

けてるのよね」と嬉しそうにお話してくださいました。 

書に取り組むときは、自然と姿勢も良くなります。 

また筆先に神経を集中させることで、集中力を養い、

脳が刺激を受け、認知症予防にもなります。作品を仕上

げた時は達成感に満たされます。 

何かを始めるのに遅すぎることはない、といわれてい

ます。デイサービスでプログラムを楽しんでいる皆様

は、生き生きと、本当にお元気です。 

 

孫に褒められた書 ✒ 卒寿の手習い  

 高齢者総合センター デイサービスセンター 

 

社会活動センターからのお知らせ 

 
 

北町高齢者センター コミュニテイケアサロン 
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 の ち か ご ろ 🌼 
昨年 12月に開設された武蔵野市地域包括ケア人材育成センターの日々の奮闘をお伝えします！ 

① 認定へルパー養成研修 

７月８日、武蔵野市認定ヘルパー養成研修（８日間）の講義が修了しました。 

受講者は 10名。認定ヘルパーの資格取得後に各事業所に所属し、市内の要支援１、２の方々に対する支援に

あたります。次回開催は令和２年２月を予定しています。市報にてご案内します。 
 

② 介護職員初任者研修 

年１回開催される研修です。介護を初めて学ぶ方、施設勤務の方、外国籍の方、20代から 60代の方など、

例年より幅広い層が受講しました。５月から始まり、講義、介護演習、現場での実習の後、９月３日に修了試

験を実施します。合格すれば９月 11日に修了式。 

晴れて介護職の資格を取得できます。 

数か月にわたる研修を共にしたメンバーは、まさに同志。 

全員で修了式を迎えられるよう、皆様は猛勉強中です。 
 

③ 若者プロジェクト（仮称） 

地域の介護を担う若者たちの交流やステップアップの場、そして、これからの介護サービスをより良いもの

とするために、「若者プロジェクト（仮称）」を９月に発足させる予定です。 

対象は武蔵野市及び近隣の高齢者・障害者サービス事業所に勤務する 39歳までの介護職員。プロジェクトメ

ンバーに登録して、定期的にワークに参加し、他事業所の介護職員との意見・情報交換や若者ならではの悩み

を共有し、地域の介護を担うサークルです。仲間同士の一体感を醸成し、共に励まし合って向上を目指す、こ

れまでにない新たな取り組みです。将来的には当センターと共に市民イベントの開催などを目指します。 

第１回 ホームヘルプ技術研修（基礎編） 

ＰＴ・ＯＴ・ＳＴ協議会の講師をお迎えして 

７月 26 日、高齢者総合センターで、第１回ホームヘ

ルプセンター武蔵野技術研修を開催しました。高評価

を得た昨年に引き続き、武蔵野市ＰＴ（理学療法士）・

ＯＴ（作業療法士）・ＳＴ（言語聴覚士）協議会のセラ

ピストが講師です。前半の座学で身体構造の基本を学

び、最新の福祉用具の知識を身に付けます。 

後半は実技です。セラピストの実演を目の当たりに

し、自分自身で実践して、「なるほど」と実感。 

直ちに業務に活かせる内容に「さすが、身体の仕組み

のプロ！」と一同感動しました。９月にはＳＴによる 

嚥下障害の研修、来年２月には技術研修の応用編を予定

しています。ホームヘルプセンター武蔵野はサービス提

供能力の向上を目指して歩み続けます。 

 

 

 

７月 12 日に、市高齢者支援課と共催して「エンデ

ィングノート出前講座」を行いました。 

今年度から市が開始したエンディング(終活)支援事

業を説明し、終活とは何かを解説。市が配布する「エ

ンディングノート」をご案内した後、具体的な記載方

法について説明しました。「明確に意思表示を残すこ

と」が最も重要な点です。受講者の皆様からは、「こ

れはもっと、たくさんの市民に知ってもらうべき」と

有難いお言葉も頂戴しました。 

福祉公社は昭和 56年の事業開始以来、健康保持期

から終末期までのご利用者支援のノウハウを蓄積し、

ご利用者の老いじたくや終活を支援してきました。 

権利擁護センターでは、「老いじたくの基礎知識」

「成年後見制度」「エンディングノート書き方」の各

講座を定期的に開催しています。5人以上のグループ

には、出前講座も開講します。 

お気軽にお問い合わせください。 

 在宅サービス課 権利擁護センター ☎23－1165 

エンディングノート 

出前講座 
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編集・発行 公益財団法人 武蔵野市福祉公社  次号は令和元年９月 10 日発行予定です。 

。 

 

 

 

働く女子の日焼け防止 ～あれこれ～ 

   住宅改修・福祉用具相談支援センター 原 陽子  

仕事柄、日中、自転車でご利用者宅を訪問しています。春から夏にかけては日焼け対策が必須です。 

入職してすぐ、うららかな春に日焼け止めを塗らずにいたところ、５月の連休前には、親指と人差し指の「指

間みずかき」に黒と白の境界線ができていました。それからは、手の甲にも日焼け止めを塗るようにしていま

す。日焼けの一番の対策は、紫外線を肌から直接さえぎる事です。ＵＶ加工の長袖上着、帽子、サングラスと、

街中で上から下まで「黒い装い」の女性を見ると大変共感しますが、暑いだろうな、と思います。帽子は首のう

しろも隠れるものがよいのですが、昨年、農作業用の頭の部分が麦わらで、後ろ半分から首にかけて布が張って

あるものを買いました。風が通って涼しく大変重宝しました。 

今年の夏も色とりどりの帽子で訪問したいと思います。   ⇒ 次回は 北町高齢者センター 池田 諒 

問合せ  在宅サービス課 権利擁護センター 

申 込  ☎ 23-1165  ◎参加費無料 

エンディングノート書き方講座 

想いを記すことは残された人たちへの指針 

日 時 ９月 12日(木)10時 30分から 12時 

場 所 福祉公社 １階会議室 

老いじたく講座 ～老いじたくの基礎知識 ～ 

誰にでも訪れる老いに備え、元気なうちから準備し

て、尊厳ある老後生活を築きましょう。 

日 時 ８月 29日(木) 13時 30分から 15時 

場 所 福祉公社 １階会議室 

(バス停「武蔵野八幡宮前」下車)   

総務課                ☎0422-23-1165 

権利擁護センター・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   

 

 

(バス停「武蔵野住宅」下車) 

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       ☎0422-51-1974 

住宅改修・福祉用具相談支援センター  ☎0422-51-1974 

デイサービスセンター                 ☎0422-51-2933 

 

 

(バス停「北町四丁目」から徒歩三分) 

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

武蔵野市福祉公社  本部  東京都武蔵野市吉祥寺北町 1-9-1 

 

武蔵野市立高齢者総合センター   東京都武蔵野市緑町 2-4-1 

 

武蔵野市立北町高齢者センター 東京都武蔵野市吉祥寺北町 4-1-16 

業務時間 8：30～17：15（全て共通） 

 

福祉公社 HP  http://www.fukushikosha.jp/ 
 
武蔵野市地域包括ケア人材育成センター 

      http://www.m-machigurumi.jp/ 

ホームヘルプセンター武蔵野 

http://help-musashino.jp/ 

世代を超えて、地域ぐるみで夏を見送りましょう！

どなた様も当日会場へお越しください。 

日 時  ８月 30日（金）11時 45分から 14時 

場 所   高齢者総合センター5 階ホール 

参加費  100 円 ＊飲み物、お食事（焼きそば、おにぎり、

から揚げ、ポテトなど）、輪投げ、じゃんけんゲーム

などすべて提供。先着 100名。 

演 目 恒例の和太鼓ＳＯＨによる魂の力演・演舞 

子どもみこし、盆踊りなど。 

問合せ 高齢者総合センターデイサービスセンター 

☎ 51－2933 

福 祉 公 社 か ら の お 知 ら せ 

 
◎権利擁護センター講座  

 
恒例 夏祭り開催  

 


