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Ś鏤 22日削運営T視委員会燦開催裁擦裁冴甑 

委員会昨冒頭腰萱場理宙長朔坤成烝後見人削皿傘不正昨報遈歳散見細参傘中腰運営T視委

員昨協力埼宙業昨健全性燦維持裁冴い墾碕述冊擦裁冴甑権利擁護止ンタ実埼朔烋成 12烝昨宙

業開始以来腰第濯者機関埼あ傘運営T視委員会燦設置裁業務昨適正作執行削努薩崎い擦際甑 

次削腰亀田委員栽晒Ś鏤 12日削本烝ǖ鏤栽晒Ľ鏤擦埼昨新規契約者昨保管物腰成烝後見質

金銭管理支援質権利擁護質地域福祉権利擁護質肴作歳三支治実詞昨各宙業削皿傘全崎昨出納

碕伝票燦チ史ッ屍裁腰適正作宙務執行燦確認裁冴踪昨報告歳あ三擦裁冴甑件数朔前回昨 2,603

件栽晒 2,994件削増加裁擦裁冴甑 

引済続済宙業統計腰利用者状況等昨説明歳行わ参腰委員栽晒朔出納件数増加削対際傘対応腰

老い載冴く講燼燦契機碕裁冴新規利用者削肴い崎腰肴作歳三支治実詞削類似際傘民間支実似

旨碕昨関係等昨質問歳出細参擦裁冴甑委員長講評朔委員意見燦基削超後雑適勉削宙務処理燦

求薩傘碕昨祭碕埼裁冴甑 

権利擁護止ンタ実朔運営T視委員会昨T督指棡燦尊裴裁腰不断昨自己点検燦怠晒剤削腰 

超後雑市民昨皆様削晧心裁崎支実似旨燦斎利用い冴坂砕傘皿う鋭意努力い冴裁擦際甑 

                

委員長 棚橋正尚 元武蔵褫市高齢者福祉課長 

副委員長 椌原肘文  NPO法人璽ュ実宙務局長 

θ新任 右栽晒忠人目χ 

委員 矢島和美 武蔵褫市民生児童委員協議会 

第瀧地区会長 

委員 亀田義治 税理士 

委員 勅使康友  領法書士θ式実姉識支治実詞χ 

θ新任 左端χ  

 

鰤月号 
発行日 

鎖成２⑴裟⑵月⑵日 

ﾜ第４鰈号鰺月刊鯲ﾝ 

秋涼済菜裁腰秋風歳立肴夜長鏤碕作三擦裁冴甑 

九鏤昨花朔萩腰罪昨花言葉朔坤誠意墾埼際甑 

敬老昨日削阪作札腰人生昨菱ï匙昨敬意碕誠意燦 

以崎腰様々作行宙歳予定細参崎い擦際甑 

夏昨疲参歳出鯖際い季節埼際歳腰鷺う財腰採元気埼斎参加く坂細い甑 

┻ラ]ト 後藤 章 

烋成 28烝燵 第ǖ回 権利擁護宙業運営T視委員会報告 
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バれ─！つ┊ゼりサポート┎使い方 ～没後支援サービス～ 

伝統昨鐚償在宅福祉支実似旨削代わ三腰新冴削開始細参冴支実似旨坤肴作歳三支治実詞墾甑 

肴作歳三支治実詞朔定期的作見晤三訪問昨直腰緊急時支援鯖没後支援等雑採祭作い擦際甑 

超回朔斎利用燦検討細参崎い傘方昨斎参考削腰公社昨権利擁護利用止ンタ実歳提供際傘肴作歳三

支治実詞昨坤没後支援支実似旨墾削肴い崎腰罪昨内容鯖斎利用者昨声燦斎紹跳裁擦際甑 

Ａビ┳┎例 

Ａ細珊朔 85 歳昨瀧人暮晒裁甑斎親族歳い作い冴薩腰緊急時昨対応鯖定期的作見晤三燦希望作細

三腰昨烝栽晒肴作歳三支治実詞宙業燦利用細参崎い擦際甑 

 超烝削入三腰Ａ細珊栽晒坤没後昨祭碕削雑備え崎採済冴い墾碕昨斎希望歳あ三腰肴作歳三支治実詞

昨支実似旨昨ひ碕肴埼あ傘坤没後支援支実似旨墾昨契約削向砕崎準備燦始薩擦裁冴甑Ａ細珊昨斎希望

燦形削際傘冴薩腰担当者朔Ａ細珊碕話裁合い燦裴搾腰葬儀業者鯖家財遈具昨整理業者昨選定燦行い腰

没後削必要作手続済燦明確削裁崎い済擦裁冴甑擦冴腰Ａ細珊朔納骨削肴い崎坤慣参親裁珊坂武蔵褫市

削納骨裁崎欲裁い墾碕いう斎希望歳あ榊冴昨埼腰永代供養墓昨選定雑採手伝い裁擦裁冴甑 

 罪昨後無宙削没後支援支実似旨昨契約燦締結裁腰葬儀質没後爾資施磁ン詞腰家財整理作鷺削必要作

預託金燦公社埼採預栽三裁擦裁冴甑 

 

Ｑ つ睢がりサ匕ート霤ついて…特霤ﾘ没後支援サービスﾙ┲パ契約┊ビり、いズゼですズ？ 

Ａ 碕榊崎雑晧心裁擦裁冴甑実朔腰公社以外昨没後昨採手伝い燦裁崎く参傘会社昨資料燦集薩冴三腰

説明会削参加裁冴三裁崎い擦裁冴歳腰鷺祭雑坤晧心裁崎任在冴い墾碕いう気持阪削朔作参擦在珊埼裁

冴甑罪珊作時腰市報埼公社昨支実似旨燦知三坤祭参坂！墾碕思い擦裁冴甑専任昨職員細珊歳卓寧削没

後昨希望燦聞い崎く坂細三腰採墓昨祭碕鯖没後昨手続済昨祭碕作鷺腰私昨希望削沿榊冴内容燦提案

裁崎く参崎腰碕崎雑満足裁崎い擦際甑 

 

 

 

 

Ｑ 没後支援サービス┎３つ┎サービス┎内容┏いズゼですズ？ 

Ａ ｗ栽ゆい碕祭山削手歳届くｘ碕いう印象埼際甑葬儀鯖納骨昨祭碕朔腰宙前削決薩崎採栽作く崎朔

碕思榊崎い擦裁冴歳腰家財遈具昨整理鯖没後昨手続済削肴い崎朔漠然碕裁冴不晧歳あ傘坂砕埼裁冴甑

没後支援支実似旨朔坤何燦公社細珊削依頼裁崎い傘栽墾歳明確削作榊崎い傘支実似旨作昨埼腰超朔漠

然碕裁冴不晧雑あ三擦在珊甑際榊済三裁崎い擦際甑 

 

 肴作歳三支治実詞昨支援内容朔腰斎利用者罪参財参昨生活腰斎希望削沿榊崎腰

個別的削構成裁擦際甑罪昨方削ベ旨詞爾ッチ昨内容埼腰日々昨晧心裁冴生活歳 

送参傘皿う削支援裁擦際甑 

採気軽削腰権利擁護止ンタ実θ☎ǘǚ－ǖǖĽĄχ擦埼採問い合わ在く坂細い甑 

 

※没後支援支実似旨朔坤葬儀削関際傘祭碕墾坤没後昨爾資施磁ン詞墾坤家財遈具昨整理墾昨

ǚ肴昨支実似旨埼構成細参崎い擦際甑支実似旨搆削預託金燦公社昨無利息旅燼埼採預栽

三裁腰必要額燦支払榊冴後腰残額燦相続人等削引済渡裁擦際甑 

 

  

 

 

 

  

礼安心くだ神い！ 

Ａビ┳┋伺いまし〞！ 
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Ś鏤 22日削納涼将棋大会腰29日削囲碁大会歳開催細参擦裁冴甑 

 将棋大会削朔 24隣腰囲碁大会削朔 70隣昨斎参加燦得擦裁冴甑 

 最近腰囲碁質将棋ソ児詞昨能力歳向琢裁人間燦凌駕裁崎い擦際歳腰斎参加者誰雑歳和気あいあ

い碕対局燦楽裁札腰親睦燦深薩傘事ュ実爾ン作姿歳腰祭祭削朔あ三擦裁冴甑 

優勝朔将棋大会埼朔藤本ɔ志和氏腰囲碁大会埼朔ǜ段以琢昨部歳越谷信行氏腰ǚ段以託初段擦

埼昨部歳藤本ɔ志和氏腰ǖ級以託昨部歳櫻井英雄氏埼裁冴甑採薩埼碕う斎菜い擦際甑 

 ǚ階昨囲碁将棋思実試実朔腰市内各所栽晒輪好昨士歳集い腰昨烝燵朔延冊 12,103隣歳利用作 

細い擦裁冴甑人生 100烝時代削向砕腰認知症予防碕社会碕昨肴作歳三燦維持際傘鐚益作場碕 

作榊崎い擦際甑皆様昨斎利用燦採待阪裁崎採三擦際甑 

 

      

 

地域削開栽参冴視使支実似旨碕裁崎腰Ş鏤 31日腰Ą階次実識削斎利用者腰斎家族腰滋鹿ン至

伺仔昨皆様腰近隣昨採捩細珊碕採子細珊遉腰総計 138隣歳参集裁崎夏祭三燦楽裁札擦裁冴甑 

採祭三気便燦盛三琢砦傘数々昨模擬店腰午後栽晒昨ふ参あい使ベン詞－子鷺雑神輿昨渡御腰

斎利用者碕子鷺雑冴阪削皿傘勝阪抜済載皐珊砕珊大会甑 

罪裁崎和太鼓 SOH削皿傘荒馬踊三昨演舞碕勇壮作組太鼓腰打阪手歳全身全霊燦込薩腰来場者

昨魂削響く歯児四実爾ン旨削腰搆烝昨祭碕作歳晒腰深い感動燦覚え擦際甑 

最後朔全員埼ð削作榊崎昨盆踊三埼際甑車椅子昨斎利用者燦中心削踊三昨ð燦作三腰虜原師

匠昨濯味線碕 SOH昨太鼓昨式枝痔削合わ在崎腰斎利用者歳代わ傘代わ傘歌い腰杉淵師匠昨音頭

埼東京音頭碕炭坑節燦踊三腰往く夏燦見送三擦裁冴甑 

帰三昨車中埼腰坤疲参冴砕鷺腰碕榊崎雑楽裁栽榊冴わ墾 

坤来烝雑元気埼参加埼済傘碕いいわ搾墾碕 99歳碕 

97歳昨斎利用者歳語三合榊崎い擦裁冴甑 

 

北町高齢者センター 僊ランテゅゃ納涼会  

 

北町高齢者止ンタ実朔腰多く昨市民滋鹿ン至伺仔昨皆様削支え晒参運営細参崎い擦際甑 

昨烝燵朔延冊 3,815隣歳様々作場埼活動細参擦裁冴甑鐚難う斎菜い擦裁冴甑 

斎活躍削感謝燦込薩崎腰Ś鏤 23日削納涼会燦開催裁腰29隣歳参加細参擦裁冴甑 

前半埼朔市識実寺ワ実屍燦行い腰朔作札剤済祭昨内容腰自便歳通い冴い視使支実似旨昨姿腰

来烝燵削予定細参崎い傘拡大視使支実似旨削関際傘意見燦出裁合い腰各班栽晒肘傘仔使視仔歳

集擦三擦裁冴甑 

後半昨会食埼朔和気あいあい碕話歳弾札腰親睦燦深薩擦裁冴甑滋鹿ン至伺仔細珊遉朔伝統昨

侍ン屍昨嗣寺ロン埼肴作歳傘祭祭山昨栽皿い合う腰温栽い仲間輪士埼際甑 

福祉公社朔超後雑滋鹿ン至伺仔昨皆様碕心ひ碕肴削腰止ンタ実燦運営い冴裁擦際甑 
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家族介護支援教室 ┟┉┪┎輪 

～ 知っ┆得ベ┫排泄┎話ブ ～ 

日 時 Ť鏤 23日(金) 14時栽晒 15時 

場 所 高齢者総合止ンタ実 1階視使識実痔 

問合在 在宅跳護支援質地域包括支援止ンタ実  

申 込 ☎51-1974 

編集質æ行 公益財団法人 武蔵褫市福祉公社  次陵朔烋成 28烝 10鏤Ś日æ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－４－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４－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 侍仔賜 丑        高齢者総合止ンタ実  加藤 節子 

       夏休札削入榊崎忠日目腰息子昨侍仔賜æ表会歳あ三擦裁冴甑息子朔椌学校ǚ烝生埼腰ǖ烝昨春栽晒侍

仔賜燦始薩腰超回埼ǘ燵目昨æ表会埼際甑曲朔腰詞識思行逭曲θベ実詞実ベンχ腰仔鹿ベ旨屍θ字識市璽ュ鹿実χ昨

ǘ曲埼裁冴甑練習嫌い作昨埼腰弾い崎雑逬削ǘ回～ǚ回θǖ回埼 10便～15便歳鯖榊碕χ甑勿論腰æ表会歳近咲い崎雑

搆日練習際傘碕いう祭碕朔あ三擦在珊埼裁冴甑侍仔賜燦始薩冴昨朔腰親昨私歳勧薩冴栽晒埼際甑侍仔賜歳弾砕傘皿う

削作参柵腰い肴栽好済作曲燦耳削裁冴時削腰罪昨曲燦自便埼雑弾く祭碕歳埼済崎腰楽裁薩傘坂山う腰碕栽腰友遉碕飼

ン詩燦組殺祭碕雑埼済傘坂山う…甑罪珊作風削思榊冴栽晒埼際甑罪珊作親昨思い歳伝わ榊冴栽腰大好済作志実痔昨

BGM昨楽譜歳欲裁い碕言い出裁腰取三寄在傘碕蹣速瀧生懸命練習裁崎い擦裁冴θ超昨技褻埼朔殆鷺弾砕剤腰右手坂

砕作珊碕栽音符燦追榊崎い冴程燵埼際歳χ甑æ表会本番埼朔少裁緊張裁冴様子埼裁冴歳腰間遊え作歳晒雑裁榊栽三碕

鍵U燦押細え崎良い音歳出崎い擦裁冴甑又腰卓寧削弾い崎い冴昨埼ほ榊碕裁擦裁冴甑捗宙昨冴薩腰æ表会昨様子朔似

視士埼見擦裁冴歳腰来烝朔是非会場埼息子昨侍仔賜昨音燦聴済冴い碕思榊崎い擦際甑 

                    ⇒ 次回朔 北町高齢者止ンタ実  富田 尚美 

エンデ┺ングノヸト┎書ゾ方講座 

日 時 Ť鏤 14日θ水χ13時 30便栽晒 15時 

場 所 福祉公社 1階会議室 

老いプ〞く┎基礎知識講座 

日 時 Ť鏤 26日θ鏤χ13時 30便栽晒 15時 

場 所 福祉公社 1階会議室 

問合在質申込 権利擁護止ンタ実 ☎23－1165 

✿✿ ┉┊〞様もﾎジ誘いあわボ┎¿ﾎジい┇く─ビいﾏ心┨┪ジ待━申ブ¿ド┞ベ ✿✿ 

 

 

 

 

 

ツ社ズ┩┎ジ知┩ボ 

 

  

秋┎風物詩  ┏┊┟ペゾ祭 

日 時 10鏤 15日θ土χ10時栽晒 14時 

場 所 北町高齢者止ンタ実ǖ質2階 

内 容 飼孜実腰作品展腰軽食販売作鷺 

問合在 北町高齢者止ンタ実 ☎54―5300 

 

 
思璽ュ誌至伺始児史 開催 

日 時 Ť鏤 23日θ金χ 11時栽晒 13時 30便 

場 所 高齢者総合止ンタ実 ǖ階腰西側敷地 

内 容 始児史腰鹿旨屍質歯ン販売腰展示作鷺 

問合在 高齢者総合止ンタ実 ☎51―1975 
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