
目 黒 認 知 症 家 族 会　　　た け の こ 会 報

7－9月号

たけのこ広場

　「わたしはバカになってしまった」。

　認知症の人が自覚症状、違和感をこうした表現で口

にすることがあります。「アタマがヘンになった」と

も。

　本人の“異変”を家族が察知するのに３年から５年

かかると言われます。まわりに隠そうとしたり、とり

つくろったりするので気付くのが遅れるのです。その

間、本人は「ひとりで」悩んでいるわけです。

　家族も「ひとりで」立ち向かおうとします。認知症

を甘く見るということがあるでしょう。世間に知られ

たくないということもあるでしょう。閉じられた空間

の中で、本人と家族のバトルが始まり、勝者のない負

の連鎖に陥ってゆきます。

一緒に歩いて行こう

　たけのこは「本人と家族が一緒に」という、全国で

も珍しい家族会です。17年間ずっと、それでやって

きました。「一緒」なのは家族だけではありません。

たけのこの仲間も、みんな一緒に歩いてきました。見

送った後も一緒に。創立以来の顔―家族、ボランテ

ィア、保健師―がこんなにそろっている会も珍し

い！

　認知症の暮らしは互いの弱さと向き合う毎日です。

その弱さに一緒に立ち向かい、一緒に歩いて行く。そ

こから本当のつながりが生まれ、小さなしあわせが見

えてくる‥‥。この人と一緒に居れて良かったと。
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めぐろＤカフェプロジェクト　始動

Ｄカフェというネーミング

　認知症は英語ではＤementia（ディメンシア）とい

います。欧米では認知症カフェのことをディメンシ

アカフェ、アルツハイマーカフェなどと呼んでいま

す。めぐろの認知症カフェは―

☆Ｄementia・認知症のことを、

☆誰もが自分のこととして考え、

☆Ｄistrict ディストリクト・地域の交流を深める。

との思いを込め、“Ｄカフェ”と名付けました。認知

症の当事者と地域の人たちが日常的に触れ合い、交

流し、認知症を入口に「コミュニティのこと」を話

し合っていこうという考えです。

Ｄカフェを３年間で７、８カ所開設

　Ｄカフェは祐天寺のラミヨと西小山のニコス、２
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カ所でスタートしました。ニコスはデイサービス事

業所です。「デイサービスの休日活用」が展開戦略の

柱で、年度内に２軒目のデイ型Ｄカフェを計画して

います。

　来年度は病院や公共施設でのＤカフェも実現する

見通しで、３年後には、いろいろなタイプのＤカフ

ェを区内７、８カ所で運営します。

広報と啓発活動

　Ｄカフェプロジェクトの機関誌として、介護者が

つくる認知症情報誌「でぃめんしあ」を年２回・１万部、

発行します。「でぃめんしあ」は区内の家族会や介護

者の会、ミニデイやふれあいサロン、見守りめぐネ

ット（まもりんショップ）、医療機関、介護事業所、

民生児童委員、区や包括のソーシャルワーカーなど

　“めぐろのＤカフェ”が７月から目黒区の事業として正式にスタートしま
した。東京都の「認知症カフェ推進」にかかわる補助を受け、ＮＰＯ法人
「Ｄカフェまちづくりネットワーク（略称：Ｄカフェnet）」が企画・運
営にあたります。
　Ｄカフェプロジェクトには３つの柱があります。
　　①拠点（Ｄカフェ）の展開と運営
　　②広報と啓発
　　③学習と研修
　「医療と介護」「センター医療と地域医療」の連携を推進しつつ、認知
症に優しい地域づくりを目指します。



を通じて手渡しで配られます。

　認知症の啓発・相談・交流イベント「めぐろ認知

症ぷらすミーティング」を年２回、中目黒ＧＴプラ

ザホールで開催します。

お医者さんを囲んで

　Ｄカフェ・ラミヨでは毎月、「お医者さんを囲む会」

を開催しています。認知症の専門医やサポート医を

はじめ、各科の医師をゲストに招き懇談しています。

「たけのこ広場」のおなじみさんから、初めてのまち

のお医者さんまで多士済々。医師、介護者、ケアマネ、

一般市民などがそれぞれの悩みや課題などを話し合

っています「医療と介護の草の根連携」です。

　認知症疾患医療センターの都立松沢病院と目黒区

の病院・クリニックとの、Ｄカフェを基点にした交流
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も始まっています。

ＤカフェとＮＰＯを後方支援

　ＮＰＯとＤカフェプロジェクトを後方支援してく

れる「Ｄカフェまちづくりミーティング」も発足し

ています。認知症疾患医療センター長、目黒区医師

会理事、介護事業者連絡会・ケアマネ分科会・通所

分科会・訪問分科会の各会長、民生児童委員、目黒区・

包括支援センター・ボランティアセンターの担当者

がメンバーです。

Ｄカフェ・ラミヨ

お医者さんを囲む会 めぐろ認知症ぷらすミーティング

No.1

介護者がつくる認知症情報誌

創刊号

絵・杉本聖奈「でんでん都電」

でぃめんしあでぃめんしあ
無料
だ ワン！

機関誌「でぃめんしあ」
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デイ職員の認知症研修会
９月12日　総合庁舎２階大会議室

包括支援センターとの定例懇談会
８月22日　中目黒スクエア2階会議室

訪問看護師研修会「認知症ケアについて」
７月16日　総合庁舎１階Ｅ会議室

　７月６日、Ｄカフェ・ニコスがオープンしました。

東急目黒線西小山駅前、ニコニコ通り商店街にありま

す。普段は30人定員のデイサービスですが、休業日の

日曜日にスペースを提供してもらい、Ｄカフェを始め

ました。毎月第1日曜の開催です。

　初日は認知症の本人４人を中心に30人が集合。スタ

ッフはアロハ着用の夏祭りモード。テーブルごとにグ

ループができ、懇談したり、相談したり、手作業にい

そしんだり････。盆踊りや紙の金魚すくいなどの企画

もありました。8月、9月とも30人規模の参加者があり、

順調な立ち上がりです。

　目黒区訪問看護事業所連絡会主催の研修会「認知症

ケアについて」で、たけのこやＤカフェの取り組みに

ついて、竹内弘道さんが話しました。区内で活動して

いる訪問看護師が約30人集まり、講演の後、活発な議

論が交わされました。

　訪問看護は重度になってから利用するものというイ

トピックス

Ｄカフェ・ニコスが本格スタート
西小山駅ニコニコ通り商店街
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メージが強く、メリットが浸透していないという声な

どが聞かれました。

　目黒区主催の今年度前期の認知症サポーター講座。

約100人が参加しました。地域ケア推進課の外村(との

むら)保健師が司会、中央包括支援センターの渡辺さ

んと内田さんがメイン講師を務めました。たけのこは

「家族会から伝えたいこと」のパートを担当しました。

　認知症サポーター養成講座を受講した“オレンジリ

ング保有者”は９月末時点で、全国で545万人、目黒

区では約6000人を数えています。

　今年のテーマは「Ｄカフェプロジェクト」。東京都

の「認知症カフェ補助事業」としてスタートしたＤカ

フェ事業の概要と目的、目標などを共有するため話し

合いました。

　６月に行った「デイ職員対象の認知症サポーター養

成講座」の続編として行われました。デイの職員40人

が参加。土屋隆司さんなどたけのこやＤカフェの介護

者たちも加わり、専門職と介護者が車座で認知症ケア

の方法を具体的な事例を出し合って懇談しました。

認知症サポーター養成講座
７月24日　総合庁舎２階大会議室



昨年暮れに開設した浦安市の「オムソーリカフェ」。
リーダーの斎藤さんがカフェの報告と介護中のお父
さんの相談に。川崎・平間の関さんは開設準備中。
11 月のオープンへ向け、情報収集です。渋谷区富ヶ
谷の中島さんは介護の専門職。渋谷にもカフェをと
活動しています。

浦安、川崎、渋谷の認知症カフェ仲間

9月14日  Ｄカフェ・ラミヨ

8月23日  Ｄカフェ・ラミヨ

練馬区石神井のデ
イサービス「金の
まり」の廣島さん
と大河内さん。高
齢者の集える“オレンジカフェ”を始めたそうです。
世田谷区役所の坂本さんと北川さん、横浜市包括の
植村さんは認知症カフェの開設を計画中で、目黒の
Ｄカフェを研究に。

横浜から、
世田谷から、
練馬から

この日のラミヨは他区
の“お仲間”で大賑わい。
練馬区からは家族会・
木瓜の会とお茶の間カフェを主宰する中島さん、こ
もれびカフェの上野さんと栗和田さん。練馬区では
介護者が集うカフェが次々にできているようです。
北区赤羽高齢者安心センター（包括支援センター）
の看護師・奥田さんが区民ボランティアの入戸野（に
っとの）さんと大塚さんと一緒に。赤羽・岩渕地区
で認知症カフェの開設を準備中とか。

北区包括、練馬区の
家族会とカフェの
みなさん
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7月13日  Ｄカフェ・ラミヨ

ネットワーキング ×

７月４日は保健所（保健予防課）の実習生、８月22
日には中央包括の研修生、９月19日にも…。たけの
こには毎月、研修中の学生さんがやってきます。同
じ空間に若い人たちがいるのはいいものです。

保健所や包括支援センターの研修生たち

9月13日  Ｄカフェ懇談会

認知症サポート医で平町阿部医院の清水惠一郎さん
を囲む会。楢林医師も参加。たけのこには古いおな
じみのお二人の豪華顔合わせとなりました。野村総
研の安田さん、高沢さん、跡見女子大の阿部先生と
バラエティに富んだ顔ぶれで、深い話ができました。



目黒認知症家族会  たけのこ
□ミニデイサービス＆家族会
　・第１・第３金曜日 10時～12時
　　中目黒スクエア 3719-0694
　・ミニデイ参加費
　　会員無料、ビジター１回300円
　　※見学・下見はご自由に。無料です。
□年会費
　・家族正会員 3,000円
　・個人正会員 2,500円
　・支援会員 1,000円
□連絡先
　・たけのこ（世話人・竹内弘道）3719-5527
　・目黒区保健予防課 5722-9503
　・目黒区地域ケア推進課 5722-9385
　・目黒区社会福祉協議会 3714-2534

たけのこホームページURL　http://takenoko.kazekusa.jp/

e-mail　takenoko＠kazekusa.jp

検索たけのこＨＰ

認知症カフェでまちづくり
tel.03-3719-5592 http://d-cafe.kazekusa.jp/

７－９月の活動から

■大橋手品クラブ

　７月４日。恒例の七夕飾りと大橋手品クラブ。加藤靖子さ

ん、青木好美さん、初参加の桜井邦子さん、中村常司さん、

前田充康さん、そして指導の後藤

二三子先生の順でマジックを披

露してくれました。中村さんのハ

ーモニカ演奏もいつものように。

■お琴の演奏会

　８月１日。いつもの山口明美さんと石井晶子（せいこ）さ

ん、後藤和己さんにたけのこの浅田佳子さんが加わり楽し

い演奏を聞かせてくれました。浅

田さんと山口さんの連弾「友よ」

（オリジナル曲）をスタートに、

「さくら さくら」、「荒城の月」と

続き、締めは「つち人形」でした。

■包括支援センターとの懇談会

　８月22日。北部から勝俣さんと山田さん、東部は内野さん

と吉澤さん、中央が小原さんと亀川さん、南部は秋谷さん、

西部が田原さんと小沢さんが出席。地域ケア推進課の牧野

係長と高林さん、それに橋川保健師が加わりました。

【ひと・往来】
［取材・調査］

■東京都市大学４年の萩谷慶子さん

　８月１日。認知症カフェ・家族会をテーマに卒論に取り

組んでいます。このところ毎月参加しています。この日はアン

ケート調査を実施しました。

■早稲田大学の横瀬利枝子さん

　８月22日。久しぶりの参加です。同大人間総合研究セン

ターで「認知症の徘徊による行方不明と家族」をテーマに

研究をしているそうです。

［見学・研修］

■東京医療保健大学の４年生

　７月４日。保健予防課(目黒保健所)で研修中の５人が武

藤保健師の引率で参加しました。

■八雲の井手正勝さん

　８月１日。東京医療センターの７月の介護教室で知り合

いました。協力会員になってくれました。

■訪問看護・STORYの丸田さんと寺嶌さん

　８月１日。７月の訪問看護士研修会での縁です。守屋図書

館の近くで事業所を設立したばかり。訪問看護サービスに

ついて、実のある情報提供をしてくれました。

■包括支援センターの研修生

　８月22日。包括で研修中の３

人がミニデイで交流しました。後

半の「包括との懇談会」にも参

加。９月19日にも別の研修生が

来ました。

［ボランティア］

■渋谷区桜丘の阿毛（あもう）ゆりさん

　９月５日。インターネットでたけのこの活動を知り、来てく

れました。

［逝去］堀内ハルさん

　９月８日。自宅で最期を迎えました。98歳でした。

７－９月の活動から

［Ｄカフェ］
■母・子の参加者2景

　（左）東山の中野渡さ

んとゆかちゃん（右）渋谷

の高沢さんとゆうごくん


