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第2６回 福祉講演会

おひとりさまの終活

（

〜最期まで地域で安心して生きるために〜

「おひとりさま」
「老後」
「終活」
など、様々な言葉が飛び交う昨今、
誰もが不安を抱いている老後に、一筋の光をもたらす講演です。

）

老後の不安を安心に変える知恵と工夫、“老後の10か条“など、介護
の実体験に基づく内容で、自分らしく生きるためのヒントが満載です。

日 時

平成 2８年 1 月３０日（土）

会

場

調布市グリーンホール 小ホール

講

師 ノンフィクションライター

午後1時30分〜午後3時（午後1時に開場）
中澤 まゆみ氏

プロフィール
１９４９年生まれ。雑誌編集者を経てフリーランスに。友人の介護をきっか

申込み ＊電話又はFAXでお申し込みください。
（公財）
調布ゆうあい福祉公社 住民参加推進係

TEL：042-481-7711
FAX：042-483-4378

定

員

230名（申込み先着順、参加費無料）

けに、医療と介護、福祉分野への関心を深めた。著書に
「おひとりさまの
終活」
（三省堂）、
「おひとりさまでも最期まで在宅」
「おひとりさまの終の
住みか」
（築地書館）など多数。
在住の世田谷区では「認知症カフェ」な
ど、多職種連携による住民活動を行う。
現在、中日新聞でコラム
「介護、
転ばぬ先に」
を連載中。

共 催 国際ソロプチミスト東京−調布
調布市、
調布市医師会、
調布市自治会連合協議会、調布市老人クラブ連合会
調布市民生児童委員協議会、
調布市社会福祉協議会、多摩南部成年後見センター

主

催 （公財）
調布ゆうあい福祉公社

後

援

手話通訳・要約筆記も
あります。
ぜひご参加ください。

調布ゆうあい福祉公社は…
市民相互の助け合いと自立支援のための質の高いサービスの提供を通じて、
あたたかい地域づくりを目指し、
様々な在宅サー
ビス事業を行っています。住み慣れた地域で安心して生活をつづけられるようサポートし、
利用者の尊厳を守り、
その人らしい
生活を支援します。 （公社の事業については中面をご覧ください。）

地域をささえるボランティア募集

受付・問い合せ●公益財団法人調布ゆうあい福祉公社

デイサービスボランティア

協力会員

毎回楽しく利用者さんとお話ししなが
ら活動しています。皆さんの笑顔を見
ると私の方が嬉しくなります。

食事サービスやホームヘルプサービスの協力会員活動に参加することで、
自分の生活がいきいきします。

☎042-481-7711

「ちょこっとさん」登録
ボランティア
手助けができること、
いろいろな人と
接することが楽しいです。

調布市の高齢者等を支える
調布ゆうあい福祉公社の事業
調布市国領高齢者在宅サービスセンター
介護予防通所介護、通所介護、認知症対応型通所介護
○対

一日の流れ
①お迎え

象：調布市内にお住まいの介護保険
（要支援・要介護）認定を受けている方。

ビス
ー
サ
イ
デ
③昼食

○実施日：月曜日から土曜日（祝日も営業）
（12/29〜1/3は除く）
○食

事：昼食とおやつは栄養バランスの
とれた手作りです。

④趣味活動等

○主なプログラム：〈午前〉転倒予防体操
〈午後〉趣味活動等

②転倒予防体操

○季節のプログラム：初詣・新年会・お花見・
あじさい散策・夏祭り・敬老会・作品展・忘年会等
○入

浴：ご希望の方はご相談下さい。

⑤「ありがとうございました」

利用・見学についてはお電話にてご相談下さい。

☎042-481-7711

入間町地域密着型 認知症デイサービス「ぷちぽあん」
『仲間がいる、話し相手がいる。
雑木林につつまれた木造りのぷちぽあんで、
ゆったりと楽しい一日が過ぎていく』
（ぷちぽあんの大切なもの）
○対

象：調布市内にお住まいの認知症の診
断を受け、かつ介護保険（要支援・
要介護）認定を受けた方。
（送迎範囲
がありますのでご相談ください）

○実施日：月曜日から金曜日
（祝日も営業）
（12/29〜1/3 は除く）
○食

事：昼食とおやつは栄養バランス
のとれた手作りです。

外観

テラスからの風景

（施設というより、家のような雰囲気です） （新緑や紅葉を楽しむことができ、
冬は
富士山を望むことができます）

○主なプログラム：〈午前〉
体操等
〈午後〉
趣味活動等
○入

浴：ご希望の方はご相談ください。
体操風景

利用・見学についてはお電話にてご相談下さい。（午前中、全身体操で

入間町3-22-5☎03-3483-1681

身体をほぐします）

音楽療法

ドッグセラピー

（月に4回、
フルート演奏に （月に1回、
セラピー犬が
合わせ懐かしい歌を楽し
遊びに来てくれます）
みます）

調布市地域包括支援センターゆうあい

まずはお電話を！

☎042−481−4973

お 気 軽 に ご 相 談 くだ さ い
受付時間

○地域包括支援センターは、高齢者とご家族のための総合
相談窓口です。介護保険や調布市の制度に関するご相談
をはじめ、生活の中でお困りのことについてご相談をお
受けします。
○地域包括支援センターは、調布市見守りネットワーク事業
（愛称 みまもっと）
の連絡先です。あなたの周りの高齢
者の方について、心配だな…気になるなと感じたら、お近
くの地域包括支援センターまでご連絡ください。

月曜日〜金曜日 午前9時〜午後6時
土曜日 午前9時〜午後5時
（日曜日・祝日・12/30〜1/3は除く）
※時間外は携帯電話に転送されます。

担当地区

菊野台2・3丁目
国領町1〜6丁目
国領町8丁目1・4番地

居宅介護支援事業

訪問介護事業

介護支援専門員（ケアマネージャー）が
お伺いし、契約を締結した後、ご利用者
や、ご家族の立場に立った居宅サービス
計画（ケアプラン）作成を行い、介護サー
ビスの紹介や調整等を行います。
営業日：月曜日〜金曜日（祝日は除く）
午前 8時30時分〜午後5時15分

専門の知識、技術を持ったヘルパーがチームとなって、あた
たかく確かなホームヘルプサービスをお届けします。

対

象：①介護保険対象（要支援、要介護）の方

②障害者総合支援法対象（居宅介護、重度訪問介護）の方

営業日：月曜日〜日曜日（祝日も営業）
利用時間：午前７時〜午前0時

障害者総合支援法のサービスを利用される方は下記の窓口で
もご相談ができます。
市役所障害福祉課（☎042−481−7094）。支給量等が決まり
ましたら、
直接調布ゆうあい福祉公社へお申し込みください。

住民参加型事業

○利用時間
午前9時〜午後5時
（日・祝日は除く）
○利用料
1時間800円
時間外は1時間150円割増

食事サービス
（配食）

栄養のバランスを考え、季
節の旬の食材を取り入れた
手づくりの食事を配達し、
見守りを行っています。
●1食750円 ●365日／昼・夕

支え合い
賛助会員
金品援助

利用料・支払い

掃除、調理、外出支
援等、自立した生活
を送るために必要
な支援を行ってい
ます。

利用会員
訪問

ホームヘルプサービス

サービス実施

︵ 看護師・ソーシャルワーカー︶

●対 象
（利用会員）

調布市内にお住まいの概ね 65歳以上の方や心
身に障害のある方、病気療養中の方やひとり親
家庭の方及び、
産前産後の方。

活動の報告・活動費請求

「市民相互の支え合い」を基本とした会員制度
により、在宅福祉サービス
（有料）を提供してい
ます。協力会員（有償ボランティア）が担い手と
なり、支援を行っています。

活動のサポート・活動費支払い

住民参加型事業

協力会員

調布ゆうあい福祉公社
補助（支援）

調布市
会費
利用会員 月1,000円
協力会員 月 100円

年1回まとめて
個人一口 1,000円
団体一口 10,000円

賛助会員

ちょこっとさん
活動内容（専門性、継続性、緊急性がなく、30分程度でできるもの）
・電球のとりかえ ・高いところからの荷物の上げ下ろしなど

「ちょこっとさん」は、身の回りのちょっとしたお困り
ごとをお手伝いをするサービスです。利用料：３００円

〈利用対象〉

・調布市内にお住まいの65才以上のひとり暮らしの
方、
65才以上のみの世帯の方
（応相談）

お問合わせ

☎042-481-7711

調布市 生活支援体制整備事業 の 開始について
「生活支援コーディネーター」と
「協議体」について

「調布市生活支援体制整備事業」とは
平成２７年度の介護保険制度改正によって、介護予防給
付の一部である介護予防訪問介護及び通所介護は、市が

高齢者の生活支援サービスの体制整備を推進していくことを

地域の実情に応じた取組を行うことができる
「総合事業」へ

目的とし、地域における、生活支援等の体制整備に向けた調整役

と移行されることとなり、
ボランティアなど地域の多様な主

として、
「 生活支援コーディネーター」
を配置しました。
また、地域

体を活用しながら、高齢者を支援していくこととなりまし

で高齢者を支援する関係者間のネットワークづくりを目的とし、定

た。

期的な情報共有・連携強化の場として
「協議体」
を設置しました。

調布市では、地域住民が主体となった生活支援サービス

「調布市生活支援体制整備事業」
では、
「生活支援コーディネー

の充実が図れるよう、
「 調布市生活支援体制整備事業」
を

ター」が「協議体」のネットワークを活かし、住民主体のサービスが

実施し、地域の互助を高め、地域全体で高齢者の生活を支

活発化されるよう、地域全体で高齢者を支える体制づくりを皆様

える体制づくりを進めてまいります。

と一緒に進めてまいります。

「地域全体で高齢者の生活を支える」体制づくりとは
地域の八百屋さん

協議体メンバー（例：ボランティア団体）

高齢者

お世話になっている
地域の八百屋さんに
お願いしてみましょう

腐らせてしまうので、
小分けの野菜を
売ってくれると
助かるなぁ

高齢者の生活上の困りごとを
「生活支援コーディネーター」
が
拾いあげます

「協議体」にて、どのようにしたら生活支援サー
ビスの提供をできるかメンバーの所属団体の強
みやネットワークを活かしながら話し合います

ＯＫですよ

地域の方が高齢者の生活を支える一例
です。
このように住民主体のサービスが
活発化されるよう体制整備を行います

※これは一例です。
そのほか様々な住民主体の生活支援サービスの充実に向けて、生活支援コーディネーターが地域に種まき
をしていきます！

生活支援コーディネーター

ほそ

や

さだ やま

細谷・完山

公益財団法人調布ゆうあい福祉公社
（国領町3-8-1）

TEL 042-481-7711

FAX 042-483-4378 メールjusan@chofu-yu-ai.or.jp

調布ゆうあい福祉公社は、調布市から
「調布市生活支援体制整備事業」
を受託しています
調布ゆうあい福祉公社

職員募集
（急募）

職種／雇用形態

人数

職務内容

相談員／嘱託職員

若干名

地域包括支援センターケアプランナー
業務等

ソーシャルワーカー／
若干名 住民参加型在宅福祉サービス業務等
嘱託職員
（産休代替）
ホームヘルパー／
臨時職員

応募資格

※以下の、いずれかの資格を有している方

・社会福祉士 ・介護支援専門員
・社会福祉士 ・介護支援専門員
・介護福祉士

・介護職員初任者研修修了
利用者宅を訪問してヘルパー業務を
若干名 おこないます ※自転車は持ち込みになります （ホームヘルパー２級も可）
・介護福祉士

詳細については、
下記までお問い合わせください。
ホームページでも、
「採用情報」
を公開しています。

http://www.chofu-yu-ai.or.jp/

受付・問い合せ●公益財団法人調布ゆうあい福祉公社 総務課 管理係

☎042-481-7711

掲載の申込み：
（株）
ウィード：広告代理店（多摩川５−９−４ インペリアル京王多摩川フラット１０３号）☎042−４４３−６６８１
※広告料収入は「広報ほっとらいん特別号」の印刷製本費の一部に充当しています。 ※広告の内容は、公社が推奨等をするものではありません。

