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┻ラ]ト 後藤 章 

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┠サヸビ]┎基本姿勢を表ブた┢┎┇ベﾏ 

 

福祉ツ社通信 

木々歳芽吹采濯鏤削作三擦裁冴甑 

坤戻窓開采墾旃節埼際甑祭参朔腰冬昨間腰閉菜裁崎い冴 

戻昨窓燦開済腰春昨訪参燦喜ぶ旃語埼際甑削わ栽削部屋削明傘い

日歳差裁崎腰心雑軽や栽削作傘情感歳あ三擦際甑 

春風削細罪わ参崎腰皆様削朔腰鷺う財腰ウキウキ腰い済い済碕

早春燦採楽裁札采坂細い甑 

 

 

 

 

先鏤号埼朔腰超烝度栽晒開始際傘坤肴作歳三サ治実詞事業墾削肴い崎掲載い冴裁擦裁冴歳腰本号埼朔腰輪時削

実施細参傘坤自立生活サ治実詞事業(生活困窮者自立支援事業)墾燦斎紹跳い冴裁擦際甑 

自立生活サ治実詞事業昨目的朔腰様々作課巠燦抱え生活削困窮裁崎い傘市民削檮裁腰社会資源燦活用裁崎腰 

坤自立相談支援事業墾腰坤撤居確保給付金昨相談質溜付業務墾腰坤就労準備支援事業墾腰坤学習支援事業墾等削皿三腰

罪昨自立燦支援際傘祭碕埼際甑福祉公社埼朔腰祭昨う阪腰坤自立相談支援事業墾碕坤撤居確保給付金昨相談質溜付

業務墾燦武蔵褫市皿三溜託い冴裁擦裁冴甑 

生活困窮削至傘状況や事情朔多様埼際甑罪参晒燦十便削理解裁腰事業昨利用者削寄三添い肴肴腰各々昨利用者

削生載崎い傘複合的作生活課巠昨解決燦支援裁崎い采必要歳あ三擦際甑福祉公社削朔鐚償在宅福祉サ実ビ旨昨実

践燦通裁崎腰身琢配慮燦包括的削行榊崎済冴賜ウ雌ウ昨蓄積歳あ三擦際甑祭参晒昨賜ウ雌ウ燦活用裁腰超後雑市

民昨皆様歳腰地域社会埼安心裁崎暮晒在傘皿う腰全力埼支え腰流三組珊埼擦い三擦際甑 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

鰄月号 
発行日  

鎖成 27裟５月８日 

ﾜ第 2鰮号鰺月刊鯲ﾝ 

 

若葉風歳祭剤え燦渡傘爽や栽作旃節碕作三擦裁冴甑 

陽菜裁削腰木々昨緑削腰い昨阪歳札作災榊崎い擦際甑 

あわ冴坂裁い烝度初薩昨ǜ鏤栽晒時朔移三腰夏鳥昨ツ飼磁歳腰高齢者総合止ン

タ実埼Ą回目昨巣作三燦始薩擦裁冴甑 

着実埼誠実作自然昨営札燦採手本削裁崎市民サ実ビ旨削努薩冴い碕思い擦際甑

皆様削朔腰鷺う財腰採健や栽削採過斎裁采坂細い甑 

～地域社会埼安心裁崎暮晒裁崎い采冴薩削～ 

在宅サ実ビ旨課昨新冴作サ実ビ旨 自立生活サ治実詞事業 

 

内容 

相談支援員歳腰相談者昨自立削向砕冴支援計

き燦作成裁腰関係機関碕昨緊密作連携昨琢腰相談

者削寄三添う支援燦行い擦際甑 

檮象者 

現削経済的削困窮裁腰最徹限度昨生活燦維持

際傘祭碕歳出来作采作傘採罪参昨あ傘方甑 

 

内容 

頹職削皿三撤居燦失榊冴腰又朔腰失う採罪

参昨あ傘方削檮裁腰家賃相当巸昨給付金燦期

限付済埼支給裁腰撤宅及び就労昨機会昨確保

削向砕冴相談質支援燦行い擦際甑 

檮象者 

頹職後ǘ烝通内栽肴 65 歳未満昨方埼腰現

在撤居歳作い腰又朔腰撤居燦失う採罪参昨あ

傘方甑 



 

 

 

    

烋成 26烝度事業報告会 ～ サ実ビ旨向琢昨冴薩昨流組札成果発表 ～   

 福祉公社埼朔職員昨サ実ビ旨水準向琢昨冴薩削腰各部署搆削必要作専門研修や勉強会等燦日常的削実施裁崎い擦際 

歳腰祭参碕並行裁崎公社内削設置裁冴研修委員会歳全体研修燦開催裁崎い擦際甑 

 烝度初薩昨ǜ鏤削朔理事長講話削皿三腰福祉公社燦流三巻采社会状況や市昨基本的施策腰福祉体系削採砕傘公社昨 

立阪哲置や経営方針昨確認腰職員削求薩晒参傘業務遂行能力等腰公社昨理念や課巠意識昨共鐚燦行い擦際甑 

罪昨後腰鏤燦追榊崎コンプ鹿使仔ン旨腰救命講習等昨業務遂行琢不可靭昨研修燦実施裁擦際甑 

烋成 26烝度朔祭昨直削ǜ回シ式実枝埼腰坤事業昨サ実ビ旨昨質昨向琢碕超後昨事業展開昨冴薩昨研修墾燦実施裁擦 

裁冴甑常削市民昨皆様昨期待削応え晒参傘皿う意識燦高采持阪腰事業課巠や利用者ニ実枝燦明確尤裁崎腰祭参栽晒昨 

事業展開削必要作技術や手法燦学び擦裁冴甑 

罪昨総決算碕裁崎腰活動報告会燦ǚ鏤 23日削開催裁腰９部署歳罪参財参事業課巠腰問巠解決昨冴薩昨流組成果燦 

発表裁崎腰高齢者総合止ンタ実視使サ実ビ旨止ンタ実歳最優44碕評価細参擦裁冴甑 

輪視使サ実ビ旨止ンタ実昨流組札朔腰坤地域削開栽参冴親裁札や際い視使サ実ビ旨墾燦目指裁崎坤地域交流会燦開催

裁腰地域昨未就学児碕保護者燦視使サ実ビ旨昨四旃折々昨行事削招済腰斎利用者碕世鎚間交流燦行う祭碕埼腰相互削 

好擦裁い影響歳あ榊冴祭碕腰擦冴閉載祭雑三歳阪作若者燦滋鹿ン至伺仔碕裁崎溜入参腰利用者質滋鹿ン至伺仔質職員 

歳勇気咲砕フォロ実裁崎い采祭碕埼腰自己肯定感燦雑榊崎腰社会復帰燦目指裁福祉昨資格燦得傘勉強燦始薩冴甑墾碕 

言う内容埼際甑祭参晒削皿三親子滋鹿ン至伺仔昨会歳発足裁活動中埼際甑擦冴若者滋鹿ン至伺仔雑順逗溜砕入参腰 

増加裁崎い擦際甑 

福祉公社昨サ実ビ旨提供琢腰職員朔不可靭昨坤人財墾埼際甑超後雑罪昨育成質向琢削努薩崎擦い三擦際甑 

  

       

 

  

 

武蔵褫市癮場合𤩍自立生活サポ籞ト事業皕埞自立相談支援事業𤩍埰住居確保給付金癮相談籗溜付業務𤩍

㙊就労準備支援事業𤩍埸学習支援事業等𤹪構成痠矟瘳いま瘃璒利用者癮生活環境や希望𤩍能力𤩍適性等を

考慮痮瘳𤩍適勉𤹪必要𤺋事業癉繋痓𤩍自立支援計画癉基瘼い瘳実施痮ま瘃璒 

埞自立相談支援事業㿉埰住居確保給付金癮相談籗溜付業務皕福祉公社疰実施痮ま瘃璒㙊就労準備支援

事業皕𤩍社会福祉法人武蔵褫疰担当痮𤩍埸学習支援事業皕𤩍シルバ籞人材𥞴ンタ籞疰担いま瘃璒 

相談 (電話籗来所) 

利用 申込 

ア𥞴䅈メント 

プラン 策定 

サ籞ビ䅈癮実施 

痟相談籗疢問い合わせ 

武蔵褫市役所 生活福祉課 ☎ 0422－60－1254 

生活困窮癮状況を把握痮𤩍背景籗要因を便析痮た上𤹪𤩍

対応瘃べ疷課題を適勉癉捉え𤩍解決癮方向性を見定𥇍ま

瘃璒痝癮過程を通痱瘳𤩍利用者㿉支援員疰信頼関係を構

築痮𤩍協働痮瘳𤩍現状や生活環境𤩍課題等癉瘨い瘳理解

を深𥇍瘳いく痝㿉を目指痮ま瘃璒 

利用者癮ニ籞𥞩癉応痱た支援疰𤩍計画的㽷瘨6162的

癉行わ矟矞よう𤩍自立支援計画を策定痮ま瘃璒自立支援

計画皕𤩍利用者癮目指瘃目標や利用者疰流瞤組𥇥痝㿉𤩍

支援内容癉瘨い瘳ま㿉𥇍た睘癮𤹪瘃璒 

利用者癮主体性を尊裴痮𤩍利用者㿉支援員疰協働𤹪

作成痮ま瘃璒 



 

  

戻町高齢者止ンタ実料理講習会坤跳護昨井戸端会議墾  

～ 疲参燦癒す食宙 ビタミン A質C質Eθエ実旨χ燦冴采細珊摂山う ～ 

祭祭山温擦傘市民ボ鹿ンテ伺仔昨活躍碕美味しい食宙支実ビ旨歳看板昨戻町高齢者止ン 

タ実甑そ昨食宙昨賜ウ雌ウ燦斎紹跳し腰跳護削生栽す料理講習会燦腰３鏤 28日削中央思 

ミュニテ使止ンタ実調理室埼開催し擦し冴甑 

講師朔止ンタ実埼采配燦振傘う大矢管理栄養士埼す甑現役昨跳護者腰跳護経験者計７名 

歳集い腰う阪１名朔男性埼し冴甑ビタミン A質C質E昨効果碕栄養素昨含擦参傘食材昨講義燦 

聞い冴後腰調理削取三栽栽三擦し冴甑 

磁ニュ実朔腰坤鮭碕蓮根昨採山し揚砦丼 字竺ッ思式実昨三珊斎酢和え カ字碕鶏策済肉昨豆乳旨実寺墾埼す甑 

全員埼協力し崎食材燦洗い腰勉三腰炒薩腰煮崎味付砕燦し作歳晒交流雑深擦三腰試食会埼朔自然削跳護歳話題碕作三擦

し冴甑跳護昨喜索鯖旨ト鴫旨燦札珊作埼共鐚し腰共感し崎腰栄養坂砕埼朔作采腰跳護生活昨坤楽し札碕し崎昨食宙昨大勉

細墾燦確栽薩擦し冴甑参加細参冴斎感想燦伺い擦し冴甑 

○ 超回昨料理講習会朔い栽歳埼し冴栽ş 

減塩昨褻歳わ栽三擦し冴甑自宅埼昨塩便朔多す災埼し冴甑 

鷺昨料理雑採いし采崎元気削作三擦し冴甑 

跳護昨話雑埼済崎旨ト鴫旨発散削作三擦し冴甑 

○ 男性参加者削雑感想燦採聞済し擦し冴甑 

自宅埼朔妻碕忠人三脚埼家宙燦し崎い擦す甑買い物朔私昨役目埼腰硬い褫菜

燦勉傘作鷺協力燦し崎い擦す甑作傘べ采機会歳あ参柵料理雑勉強し崎腰妻歳困

榊冴時削朔役削立阪冴い碕思榊崎い擦す甑 

＜ 講座栽晒昨豆知識 ś 

ビタミン A：皮膚鯖粘膜昨潤い燦保肴働済 鴫飼実 g黄色褫菜 

ビタミン C：疲労回復 風邪予防 鴫示ン 使チ指 字竺ッ思式実 鴫ン思ン カ字 

ビタミン E：新陳代謝燦高薩傘働済燦す傘甑 大豆 チ実枝 栽ぼ阪皐 鮭 

A質C質E燦一h削碕傘碕優参冴抗酸尤力燦発揮し擦す甑ビタミン A歳活性酵素燦捕擦え腰 

ビタミン E歳攻撃す傘甑ビタミン C朔ビタミン E燦助砕擦す甑肴擦三腰一h削取傘祭碕埼 

肌歳若返三腰風邪昨予防削作三腰心筋梗塞燦予防し腰精神昨安定削雑効果歳あ三擦す甑      

家族跳護支援教室 坤札鷺三昨輪墾開催 

超烝度初薩崎昨札鷺三昨輪燦ǜ鏤 22日削戻か高齢者止ンタ実埼開催裁擦裁冴甑 

超烝度栽晒朔腰高齢者総合止ンタ実在宅跳護支援止ンタ実腰輪視使サ実ビ旨止ンタ実腰戻か高齢者止ンタ実昨濯

部署歳共輪裁崎開催際傘予定埼際甑罪参財参昨特色燦融合細在崎腰跳護削当冴傘斎家族昨皆様削腰皿三採役削立肴

支援教室燦開済擦際甑 

超回朔初薩崎採い埼削作榊冴ǘ隣燦含殺Ľ隣昨斎参加歳あ三擦裁冴甑皆様朔腰戻か高齢者止ンタ実手作三昨坤桜

昨花入三水羊羹墾燦召裁琢歳三作歳晒和や栽削交流細参腰意見交換朔途勉参傘祭碕作采続済擦裁冴甑 

初薩崎昨方雑坤捩碕輪居裁崎 1烝甑当初朔視使サ実ビ旨削飫色燦示裁冴捩雑超朔楽裁罪う削通榊崎い擦際甑跳護

際傘45雑精神的削安定裁擦裁冴甑墾坤遠方削撤珊埼い傘捩甑帰省時削物忘参歳進珊埼い傘碕感載心配裁崎い擦際甑祭

参栽晒鷺う裁冴晒良い栽考え崎い擦際甑墾碕積極的削発言細参擦裁冴甑直昨方雑坤視使サ実ビ旨昨雰囲気歳皿采わ

栽三擦裁冴甑墾碕斎評価采坂細い擦裁冴甑祭参栽晒雑家族跳護者歳旆立在剤腰採互い削支え合い腰師仔昨技褻雑向

琢際傘皿う作プロ市鹿痔燦企き裁専門職歳支え崎擦い三擦際甑作採腰逗回朔Ľ鏤 24日腰高齢者総合止ンタ実埼 13

時 30便栽晒 15時削開催い冴裁擦際甑採気軽削採越裁采坂細い甑採待阪申裁琢砦擦際甑 

➡懇問合在先昏高齢者総合止ンタ実在宅跳護支援止ンタ実 TEL 51－1974 山保θ細珊撮χ質高山 
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編集質発行 公益財団法人 武蔵褫市福祉公社  逗号朔烋成 27烝Ľ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－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┻サヸビ]センタヸ鯲 

 

東京都武蔵野市衛祥寺北町鰊－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 12回 窺い肴埼雑 鷺祭埼雑 初心燦忘参剤削丑 地域包括支援止ンタ実 堀田 千梹 

45歳福祉公社削入職裁冴昨朔烋成 11烝ǜ鏤埼際甑超烝埼炭 16烝歳経阪擦裁冴甑 

ǜ鏤ǖ日昨辞痛交付昨日削市役所周辺昨桜歳碕崎雑美裁采腰坤祭珊作済参い作桜並木歳あ傘か埼捗事歳埼済傘作珊崎

45朔幸在坂甑墾碕感載冴祭碕燦超埼雑思い出裁擦際甑最初削戻か高齢者止ンタ実削配属細参腰斎利用者歳止ンタ実埼楽

裁采安全削過斎在傘皿う削サ治実詞裁擦裁冴甑罪昨後腰公社本部埼鐚償在宅福祉サ実ビ旨昨ソ実シャ識ワ実カ実碕裁

崎勤務裁腰個々昨斎利用者昨人生昨支援－葬儀や納骨擦埼行う皿う作密作関わ三－燦担当裁擦裁冴甑 

昨烝 4 鏤栽晒朔高齢者支援課地域包括支援止ンタ実埼実務研修燦裁崎い擦際甑個々昨斎利用者碕密接削関わ傘事朔

少作采作三擦裁冴歳腰市全体昨高齢者福祉施策燦考え崎い采大済作組織削い崎思う祭碕朔腰坤立場朔違榊崎雑腰様々作

機関や職種昨人冴阪歳腰一生懸命削高齢市民燦支え傘冴薩削頑張榊崎い傘甑墾碕いう祭碕埼際甑 

桜朔散榊崎裁擦い擦裁冴歳腰入職当時昨気持阪燦忘参剤腰高齢者昨皆様昨採手伝い歳埼済参柵碕思榊崎い擦際甑 

➡ 逗回朔 在宅サ実ビ旨課 藤原祥央   

ツ社ズら┎ジ知らせ 

老いプたく講座 

～尊厳ある老後┎構築┎た┡に～ 

日 時  烋成 27烝Ą鏤 26日(火)13時 30便栽晒 15時 

場 所  福祉公社 ǖ階会議室 

内 容  老い載冴采昨基礎知識 

問合在質申込 在宅サ実ビ旨課後見係 ℡ 23－1165 

北町高齢者センタヸ 春┎╁ヸプン╃ヸデン 

園芸滋鹿ン至伺仔昨皆様歳短精裁冴鮮や栽作花園✿ 

日 時 烋成 27烝Ą鏤 20日θ水χ10時栽晒 13時 

場 所  戻か高齢者止ンタ実 

問合在質申込 琢田 ℡ 54－5300  

 

高齢者総英センタヸ コミュニテ┺╂フェ 

地域昨跳護力燦向琢細在傘冴薩削腰撤民輪士昨顔昨見え傘関係作三歳大勉埼際甑是非採い埼采坂細い甑 

日 時 烋成 27烝Ą鏤 21日θ木χ 11時栽晒 14時  

場 所 高齢者総合止ンタ実θ福祉用具展示 老い載冴采相談 往烝昨隣き削皿傘回想法 鹿旨屍販売等χ  

問合在 社会活動止ンタ実 ℡ 51－1975 


