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市昨第Ą期長期計きθ烋成 24烝燵栽晒 33烝燵χ削朔腰坤誰雑歳地域埼晧心裁崎暮晒裁肴咲砕晒参傘捗組札 

咲采三昨推進墾昨方策昨策碕肴碕裁崎腰坤権利擁護宙業質成烝後見制燵昨利用透進墾歳掲砦晒参崎い擦際甑 

福祉苗社朔設立以来腰斎利用者昨生活燦詞実祉識埼支援裁崎済冴祭碕栽晒腰昭和 59烝削テ産保全支実似旨燦 

開始裁崎腰罪昨賜司雌司碕実績燦蓄積裁崎済擦裁冴甑 

超烝燵栽晒朔腰全国規模埼実施細参崎い傘地域福祉権利擁護宙業燦主冴傘宙業削際え腰固鐚昨権利擁護宙業燦腰

斎利用者歳成烝後見鯖地域福祉権利擁護宙業昨利用削肴作歳傘擦埼昨緊急支援θ権利擁護鴫旨キュ実χ碕裁崎殺用

裁崎い擦際甑 

福祉苗社朔権利擁護業務昨適正性腰透明性腰苗烋性等燦担保際傘冴薩腰決裁削採砕傘段階的作糸史ッ屍体制昨 

ほ栽権利擁護宙業殺営監視委員会燦設置裁腰第濯者削皿傘監視燦受砕崎い擦際甑祭昨委員会歳Ś鏤 24日削開催細参

擦裁冴甑監視対象朔烋成 27烝ǖ鏤ǖ日栽晒Ľ鏤 30日擦埼昨業務執行埼際甑 

斎利用者数朔独自昨権利擁護宙業 167隣腰成烝後見人等受任 71隣腰地域福祉権利擁護宙業ǘ隣腰任意後見契約 

締結Ą隣腰生活保護受給者金銭管理支援宙業 19隣埼腰監視対象期間中昨金銭管理θ出納χ朔 2,603件埼裁冴甑 

委員会削菱立肴 7鏤 10日削税理士昨亀ゅ委員歳新規契約者昨保管物碕際べ崎昨金銭管理燦検査裁腰適正削管理細

参腰効率皿采殺営細参崎い傘碕評価細参擦裁冴甑擦冴新規保管物昨物件隣昨記載内容燦統一際傘皿う提言歳あ三擦

裁冴甑 

超期昨業務昨特徴朔経済虐待腰詐欺被害腰消費者被害昨相談昨増加鯖罪昨対応埼昨支実似旨利用歳あ砦晒参擦際甑

少子高齢無縁社会昨進行削伴い権利擁護誌実枝朔増大裁崎い擦際甑苗社朔祭昨宙業昨更作傘充実発展燦噪三擦際甑 

               殺営監視委員 

委員長 棚橋正尚 元武蔵褫市高齢者福祉課長 

副委員長 山ゅ修子  元武蔵褫市障害者福祉課長 

委員 矢島和美 武蔵褫市民生児童委員協議会

第一地癒会長 

委員 亀ゅ義治 税理士 

委員 宮ゅ浩志  領法書士  

 

鰤月号 
発行日 

鎖成 27裟９月 10日 

ﾜ第鰒鰌号鰺月刊鯲ﾝ 

 

観測史琢腰例燦見作い猛暑日雑過災行済腰罪昨後昨長雨埼腰夏歳突然

帳燦採山裁腰思旨示旨歳秋風削揺参傘Ť鏤碕作三擦裁冴甑 

白露燦迎え崎腰夜長削虫歳際坂済腰秋涼歳深擦三擦際甑 

夏昨疲参歳出鯖際い時季埼際甑 

皆様削朔腰斎自愛昨琢腰採健鯖栽削採過斎裁采坂細い甑 

┻ラ]ト 後藤 章 

烋成 27烝燵第ǖ回 権利擁護宙業殺営監視委員会報告 
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福祉苗社朔新規宙業埼あ傘坤肴作歳三支ポ実詞墾燦超烝昨ǜ鏤栽晒開始裁崎い擦際甑現圻昨斎契約者数朔 8世帯 11

隣(烋成 27烝 7鏤鑽)埼際甑 

坤肴作歳三支ポ実詞墾埼朔腰斎高齢昨方歳腰住札慣参冴地域埼晧心裁崎生活燦6162埼済傘皿う腰定期訪問削皿傘生活

支援碕腰急作体調悪尤削皿傘緊急対応腰入院支援作鷺昨支援燦行い擦際甑斎利用者栽晒朔坤苗社碕利用者昨信頼関逃燦

基礎削裁冴支実似旨朔好感歳持崎傘墾碕い榊冴感想燦頂戴裁崎い擦際甑 

肴作歳三支ポ実詞朔腰祭参擦埼昨鐚償圻宅福祉支実似旨輪様腰斎利用者採一人採一人削職員歳専任埼配置細参擦際甑

祭参朔腰福祉苗社歳斎利用者碕昨信頼関逃構築燦大勉削裁崎い傘栽晒埼際甑罪参朔腰斎利用者碕昨信頼関逃歳構築細参

崎い作砕参柵腰斎利用者削最善昨支実似旨燦提案際傘祭碕歳埼済作い碕考え崎い傘栽晒埼際甑坤肴作歳三支ポ実詞墾昨

利用契約書第一条削坤斎利用者昨意思燦尊裴裁腰相互昨信頼関逃燦基礎碕裁崎支実似旨燦提供際傘墾碕明記細参崎い傘

昨朔祭昨冴薩埼際甑 

肴作歳三支ポ実詞昨個別支実似旨昨一肴埼あ三腰没後昨葬儀質宙務処理作鷺昨支援燦行う坤没後支援支実似旨墾削肴

い崎朔坤没後昨支援内容歳明確埼晧心埼済傘墾坤自便昨希望燦契約書碕裁崎済阪珊碕残際祭碕歳埼済崎良い墾碕い榊冴

斎感想燦頂戴裁崎い擦際甑祭昨支実似旨朔腰人生昨終焉削晧心燦感載崎い冴坂砕傘内容削作榊崎い擦際甑罪昨冴薩腰鑚

陵埼朔腰没後支援支実似旨昨内容燦斎問跳裁擦際甑 

斎利用者昨皆様歳腰晧心裁崎生活歳埼済傘皿う腰擦冴腰人生昨終焉削晧心燦感載崎い冴坂砕傘皿う腰職員一輪腰業 

 

 

 

Ａ細珊朔一人暮晒裁甑武蔵褫市削 20烝以琢住珊埼い擦際歳腰斎親族朔遠方削圻住裁崎い傘冴薩腰 

い菜碕いう時削腰際犀削檟砕肴砕傘祭碕歳埼済擦在珊甑 

最近腰足昨状態雑悪采腰主治諭栽晒手術燦考え傘皿う削碕言わ参腰生活削不晧燦感載崎 

い擦裁冴甑罪昨冴薩腰坤拓一削備え頼三削裁冴い墾碕昨採考え埼腰7鏤栽晒肴作歳三 

支ポ実詞宙業昨利用者削作三擦裁冴甑 

あ傘時腰担当ソ実斯而識ワ実始実歳腰Ａ細珊削電話裁崎雑応答歳あ三擦在珊甑 

担当ワ実始実朔Ａ細珊昨日常生活燦把握裁崎い冴冴薩腰何斎碕栽起榊冴昨埼朔作い栽碕 

訪問裁冴碕祭山腰Ａ細珊朔転倒裁崎動砕作い状態埼裁冴甑直阪削救急車燦手配裁入院碕作三擦裁冴甑 

祭参埼Ａ細珊朔一和燦碕三碕薩腰祭昨肴作歳三支ポ実詞宙業削大変感謝作細榊崎い擦裁冴甑 

祭昨皿う削腰坤専門職昨的確作対応削皿傘晧心墾燦採榲砕際傘昨歳腰祭昨宙業埼際甑 

日常生活埼朔腰い肴何歳起済傘栽予測埼済擦在珊甑斎自身燦護三腰式旨屍燦減晒際手立崎歳腰肴作歳三

支ポ実詞宙業埼際甑 

福祉苗社朔 4鏤栽晒新冴削坤肴作歳三支ポ実詞宙業墾燦開始裁擦裁冴甑 

輪宙業朔腰30鐚余烝削亘傘鐚償圻宅福祉支実似旨昨詞実祉識支ポ実詞昨伝統燦受砕61い坂支実似旨埼際甑 

専任昨ソ実斯而識ワ実始実歳定期訪問裁崎支援削当冴傘坤基鑚支実似旨墾碕急作入院腰施設利用昨対応腰没後

昨宙務処理作鷺燦担う坤個別支実似旨墾削便類細参擦際甑祭参晒燦通載崎腰老後生活栽晒生載傘様々作生活不晧

燦解消裁腰ｗ苗社削肴作歳傘晧心ｘ燦採榲砕裁擦際甑 

擦冴腰斎利用者歳住札慣参冴ｗ武蔵褫埼昨暮晒裁ｘ燦6162埼済傘皿う腰地域昨社会資源鯖関逃機関碕連携裁肴

肴支援燦6162裁腰擦冴朔腰罪参晒昨支実似旨碕斎利用者燦繋犀ｗ架砕橋ｘ削雑作三擦際甑 

祭昨点栽晒腰武蔵褫市昨目指際地域包括師ア鯖地域式雌似式至実斯ョン燦支え傘機能雑鐚裁崎い擦際甑 

福祉苗社支実似旨昨特長 

少子高齢無縁社会昨進行削伴い腰肴作歳三支ポ実詞宙業碕輪様昨支実似旨燦提供際傘株式会社腰NPO法人等

昨団体歳多々あ三腰特削没後昨宙務処理等昨支援削関裁崎朔坤終活昨手立崎墾昨選択肢歳広歳榊崎い擦際甑 

罪昨中削あ榊崎腰福祉苗社朔武蔵褫市歳設立裁腰罪昨指棡監督燦受砕腰市昨福祉体系削位置付砕晒参崎い傘

苗益質非営利昨支実似旨提供機関碕言う点削特長歳あ三擦際甑 

斎利用者昨生活燦包括的削支援際傘 30烝以琢昨実績歳あ三腰直昨福祉機関碕昨資ッ詞ワ実屍歳あ三擦際甑 

祭参晒燦活用裁崎支実似旨提供埼済擦際昨埼腰暮晒裁昨歯実詞試実碕裁崎腰晧心裁崎斎利用い冴坂砕擦際甑 

鷺う財腰肴作歳三支ポ実詞宙業燦活用作細三腰祭祭山鯖際晒栽作圻宅生活燦築い崎采坂細い擦際皿う腰 

宜裁采採願い申裁琢砦擦際甑 

詳細朔腰圻宅支実似旨課後見逃θ℡23－1165χ擦埼採気軽削採問い淋わ在采坂細い甑 

 

 

一人暮晒裁作鷺様々作老後生活昨不晧鯖没後昨不晧燦解消際傘支実似旨！ 

～ 既存昨福祉支実似旨昨最後昨備え 肴作歳三支ポ実詞宙業 ～ 
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7鏤 28日削将棋大会腰30日削噬碁大会燦開催裁擦裁冴甑 

搆回腰役員昨方々昨斎協力燦頂済腰高齢者総淋止ン祉実昨前身埼あ傘福祉会館以来昨歴史燦持肴大会埼際甑 

将棋削朔 25隣腰噬碁削朔 70隣昨斎参加燦得崎腰和鯖栽作中削雑腰{剣作勝ヅ歳繰三広砦晒参擦裁冴甑 

将棋大会昨優勝朔原勝美忠段腰噬碁大会昨優勝朔四段以琢昨部質烋褫正久錨段腰濯段以託初段擦埼昨部質 

烋澤署領濯段腰1級以託昨部朔原勝美 1級埼裁冴甑原氏朔私字識受賞埼際甑採薩埼碕う斎菜い擦裁冴甑 

止ン祉実3階削朔噬碁将棋思実試実歳あ三腰輪好昨士歳邊い腰自ょ対局歳出来擦際甑 

跳護予防質認知症予防昨見地栽晒雑腰新冴削脚肘燦浴索傘伝統昨噬碁質将棋甑 

脳詞鴫実誌ン市碕仲間咲采三腰祭祭山碕体燦健鯖栽削保肴冴薩削雑腰皆様昨斎利用燦採待阪裁崎い擦際甑 

盛況！！ 恒例 夏祭三  

長雨歳62済腰往采夏燦惜裁殺間雑作采秋歳足早削訪参冴栽昨皿う作Ş鏤 31日腰 

恒例昨高齢者総淋止ン祉実質視イ支実似旨止ン祉実昨夏祭三歳開催細参擦裁冴甑 

斎利用者斎家族腰地域昨採子細珊碕罪昨採捩細擦方 71隣燦採迎え裁崎腰総勢 150隣歳 

削災鯖栽埼楽裁い策碕時燦過斎裁擦裁冴甑 

坤擦阪犀傘札昨支え淋い墾埼あ傘地域包括師ア昨実現削碕榊崎腰視イ支実似旨止ン祉実歳地域削開栽参腰 

皆細擦昨交流昨拠点碕作傘祭碕朔裴要作役割昨一肴埼際甑斎参加昨皆細擦腰誠削鐚難う斎菜い擦裁冴甑 

斎利用者朔腰出店鯖金魚際采い作鷺昨各種思実試実腰載皐珊砕珊志実痔作鷺燦楽裁札作歳晒腰採子細珊署碕 

鯖細裁い笑顔埼交流燦深薩崎い擦裁冴甑 

擦冴腰和徂鼓 SOH昨皆細擦昨魂昨祭雑榊冴演舞削腰感激昨涙燦流裁崎鑑賞際傘斎利用者歳何人雑い晒榊裁皐い

擦裁冴甑特削漁師か埼豊漁燦願う坤ぶ阪淋わ在徂鼓墾腰秩父昨坤榮台囃子墾昨坎倒細参傘皿う作迫力削腰採子細珊

方雑祭ぶ裁燦握三締薩腰載榊碕見入榊崎い擦裁冴甑 

SOH朔市昨現役質OB保育士燦主作磁ン飼実碕際傘和徂鼓昨支実屍識埼際甑 

搆烝腰斎利用者昨皆様削演技燦斎披露裁腰交流際傘祭碕燦楽裁札削作細榊崎い擦際甑 

大済作感動燦倭珊坂斎熱演削裴搾崎御礼申裁琢砦擦際甑 

   

烋成 27烝Ś鏤 28日腰坤高齢者施設昨い山い山墾碕巠裁崎腰民間跳護施設問跳止ン祉実坤札珊栽い墾昨 

森泉講師栽晒高齢者昨施設鯖住宅削肴い崎学索擦裁冴甑 

老後昨住擦い削肴い崎一般的知識燦得冴い腰超後昨生活昨参考削裁冴い碕腰斎利用者碕罪昨 

斎家族 15隣腰罪昨直 12隣昨淋計 27隣歳採邊擦三采坂細い擦裁冴甑 

既存昨施設鯖住宅昨一覧表燦雑碕削腰罪昨特徴歳便栽三鯖際采説明細参腰主削鐚料老人 

ホ実痔碕支実似旨付済高齢者住宅昨涉い歳腰入居昨条件鯖費用質居室昨特徴作鷺昨諸点栽晒 

解説細参擦裁冴甑鯖朔三費用ヅ担昨点埼朔腰良い施設朔腰鷺祭昨地域埼雑高巸削作傘碕昨祭碕 

埼際甑斎出席者栽晒朔斎好評埼腰更削具体的削話燦聞済冴い等昨斎要望燦頂済擦裁冴甑 

当日昨資料歳あ三擦際昨埼腰斎関心昨あ傘方朔腰当止ン祉実擦埼採気軽削採問い淋わ在采坂細い甑 

連絡菱Ź戻か高齢者止ン祉実 ℡ 54―5300   

超後雑皆様昨斎意見燦参考削教室開催燦裁崎参三擦際甑皆様昨斎参加燦採待阪申裁琢砦擦際甑 

 

 

  
 

 

 
 

 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

編邊質発行 苗益テ団法人 武蔵褫市福祉苗社  次陵朔烋成 27烝 10鏤Ť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½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½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６ 

☎0422-54-5300 バ]停ﾘ北町四丁目ﾙズ┩徒歩¡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 1６回  窺 水暑暑路 丑    圻宅跳護支援止ン祉実 大谷 細肴済 

わ冴裁朔神武景気雑罪山罪山終焉裁腰雑朔鯖戦後埼朔作い碕いう時削燐祥寺鑚か削生擦参冴甑 

い剤札幼稚園栽晒武蔵褫一椌削入学裁腰武蔵褫一中昨ǖ烝生埼直県削引榊越裁冴甑ゆえ削腰わ冴裁昨子供時代昨 

思い出朔腰際べ崎祭祭武蔵褫削あ傘甑当時昨武蔵褫朔腰擦坂擦坂長閑埼腰ゆ榊冴三碕裁冴時間歳流参崎い冴甑 

家昨前削朔水暑暑路碕倭柵参傘腰褫原昨皿う作砂利暑歳東西削延索崎い冴甑地託削水暑管歳埋薩崎あ傘昨埼腰頑沢作

石昨杭歳路地昨出入三口削打阪祭擦参腰自動車燦い参作い皿う削裁崎い冴甑 

罪昨聖域歳腰わ冴裁昨穀索場埼あ三腰学索昨場埼雑あ榊冴甑碕済削朔成蹊大学馬術部昨馬歳歯ッ始腰歯ッ始碕音燦立

崎崎通三際災腰遠采燐祥寺檞昨方角削坤隣店会館墾昨白質赤質答昨ア詩飼識実ン歳揺参崎い冴甑 

子供昨わ冴裁削朔腰罪昨暑路歳自便昨家昨庭埼あ傘栽昨皿う作感覚歳あ榊冴甑春削朔隣家昨庭栽晒伸索冴満開昨桜昨

託埼擦擦斎碕燦裁腰夏削朔暑路削覆い栽ぶ細傘皿う作大済作入暑雲燦仰災作歳晒一椌昨寺実識削通い腰秋削朔児識士実

師旨詞鹿昨虫昨声燦子晤唄削¦三削落阪腰冬削朔捩碕姉碕暑路削出崎坤あ参歳士式士ン燼…墾碕徃然寺鹿資祉式司痔埼

星燼燦楽裁珊坂甑超腰罪昨作肴栽裁い景色燦見傘祭碕朔栽作わ作い歳腰わ冴裁削碕榊崎現圻昨井昨頭通三朔特別埼腰 

罪祭削朔止侍ア色燦裁冴家族碕昨思い出歳あ傘甑        ⇒ 次回朔 圻宅跳護支援止ン祉実  高山 邊子 

エンデ┺ングノヸト講座 

～ 転┐┌先┎老いプ〞く┲考え┫方┋ ～ 

 ﾘ歩┳─道┲記ブ 残ビ┬〞人┋指針┲ﾙ 

日 時 Ť鏤 30日θ水χ 13時 30便栽晒 15時 

場 所 福祉苗社 1階会議室 

問淋在質申込 圻宅支実似旨課後見逃 ℡ 23－1165 

秋┎風物詩   ┏┊┟ペゾ祭 

┉┊〞様┢ﾎジ誘いあわボ┎¿ﾎジい┇く─ビいﾏ心┨┪ジ待━申ブ¿ド┞ベﾏ 

日 時 烋成 27烝 10鏤 17日θ土χ11時栽晒 14時  場 所 戻か高齢者止ン祉実ǖ質2階  

内 容 飼孜実θ斎利用者歳製作裁冴粘土鯖手芸作品等χ 視イ支実似旨寺竺市鹿痔昨作品展 軽食販売 催裁物等  

問淋在 戻か高齢者止ン祉実 θ 燐祥寺戻か 4-1-16 ℡ 54―5300 χ  

家族介護支援教室 ┟┉┪┎輪 

ﾘ仕事┲ あゾ┩┡┊い介護┲ 考え┆┟┞ボ┳ズﾙ 

日 時 10鏤 31日(土)13時栽晒 15時 θ定員 50隣χ 

場 所 高齢者総淋止ン祉実 ǜ階研修室 

講 師 服部晧子氏 (浴風会師ア旨屍実識校長)   

問淋在質申込 圻宅跳護支援止ン祉実 ℡ 51-1974 

担当Ź江尻 ℡ －

ツ社ズ┩┎ジ知┩ボ 

 

 

 


