
　会報「たけのこ広場」は2004年７月のＧＴホール

「第１回たけのこ広場」の開催に合わせて創刊しま

した。年４回のペースで発行(一度合併号あり)し、

今号で通巻15号となります。少しずつ部数を増やし、

現在200部発行。会員・協力会員、ボランティアさ

んなどを通して70部、区の福祉関係部署に100部(区

長も読んでいるはずです)、交流している認知症関

連団体などに30部配布しています。区の保健師さん、

包括支援センターのみなさんには“現場の生の声”

として受けめてもらっていると思います。インナー

情報誌ですが、外部にも流通するためプライバシー

には最大限の配慮をして編集しています。

　ホームページは2007年２月に開設しました。誌

面・内容は原則的に会報の発行に合わせて更新して

いますが、「新着情報」は適宜、アップしています。

開設して１年が過ぎましたが、「見てますよ」と声

かけられることが多くなりました。会員・協力会員

への問い合わせ、相互リンクの申し込みなども継続

的に来ています。

　会報「たけのこ広場」とホームページの制作には、

あるデザイン事務所がボランティアで協力してくれ

ています。かかっているのは紙代とインターネット

接続実費程度です。会報

はデザイン事務所のコン

ピューターから直接コピ

ー機に出力しているので、

写真も普通のコピーより

ずっとクリアーに印刷さ

れていると思います。

会報「たけのこ広場」と
ホームページのこと
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もの忘れカフェ（滋賀県守山市）

　認知症の人が抱く「仕事がしたい」「ボランテ

ィア活動がしたい」「人の役に立ちたい」という

思いを実現させようとする、若年・軽度認知症専

用の“自立型デイサービス”です。

［活動内容や役割分担などは参加者で話し合って

決め、参加者同士が協力して取り組む］ことを基

本に、日常の制作活動や身体活動などのほか、小

旅行、畑仕事、中越地震の義捐金集め、駅周辺の

清掃や空缶拾い、古切手回収など100種類以上の

多彩な活動を行っています。スタッフは「きっか

けづくり」に専念し、自主的な活動を「邪魔しな

い」ことに徹しています。

徘徊模擬訓練（福岡県大牟田市）

　徘徊捜索の「模擬訓練」を繰り返しながら、徘

徊ネットワークの構築を進めています。

　“徘徊役”が所在不明になったとの通報を受け

たステーション(在宅介護支援センター)は、「高

齢者等SOSネットワーク」に特徴などを連絡しま

す。消防署･消防団、警察、土木事務所、市役所、

タクシー、コンビニ、駅などに情報が伝わります。

同時に「地域支援ネットワーク」(包括支援セン

ター、公民館、学校、社協、民生委員など)にも

連絡がいきます。市内放送も連携して情報を流し

ます。関係する人たちは事前の認知症サポーター

養成講座で「発見したときの対応」などを勉強し,

“徘徊役”に接します。模擬訓練の結果は各方面で

共有し、地域のきずなを強めていきます。

「認知症でも安心」のマンション

（東京都中央区）

　中銀インテグレーションというマンション管理

会社が認知症の住人に対応しているケースです。

　「ゴミ出しルールが守れない」「部屋が分から

なくなる」「大声で叫ぶ」「漏水・火災のトラブ

ル」「身内の連絡先が分からない」などの問題が

マンションでは起こっています。中銀インテグレ

ーションは「いま、管理会社にできること」とし

て次のような対策を実行しています。

①相手が叱責されたと感じる対応はしない

②ゴミの分別などの張り紙は絵で表示する

③結論は先、説明は後

各地で広がる認知症をテーマにした町づくり

３月１日に、新霞ヶ関ビル・灘尾ホールで「認知症を知り、地域を
つくるキャンペーン」の第４回年次報告会がありました。このキャ
ンペーンは厚生労働省の提唱を受け、「認知症になっても安心して暮
らせる町づくり100人会議」が推進するものです。４年間に報告さ
れた、認知症をテーマにした町づくりの事例をいくつか紹介します。

④ゆっくり話す、優しく話す、笑顔で話す

⑤包括支援センターの連絡先を管理室に表示する

　マンション管理の業界団体、(社)高層住宅管理

業協会は認知症サポーター100万人キャラバンに

協力し、「認知症を理解する講習」を管理会社の

管理員・フロントマン・社員を対象に精力的に開

催しています。

都立拝島高校の認知症授業（東京都昭島市）

　都立拝島高校では今年、認知症をテーマにした

授業を行いました。

　担当の教員が認知症サポーター・キャラバンメ

イトや行政、ＮＰＯなどと連携しながら、継続的

な授業に向けて組織的な取り組みを行っています。

拝島高校の「認知症と地域を考える授業」には

「アビリティクラブたすけあい」「昭島たすけあ

いワーカーズ」「年輪サポートハウス」といった

ＮＰＯが協力しています。

若年認知症デイ「おりづる工務店」

（東京都町田市）

　町田市福祉サービス協会が運営するデイホーム

「おりづる苑せりがや」では、若年認知症の男性

グループを対象に週１回、「おりづる工務店」と

いう模擬会社活動を行っています。揃いの作業着、

肩書き付きの名刺などを作り、市立保育園から受

注した、プール掃除、ペンキ塗り、樹木の剪定な

どの仕事(ボランティア)をしています。スタッフ

は受注活動のほかは手出しをせず、見守り役に徹

します。おりづる工務店の一日の流れは次のよう

です。

　労働や社会とのつながりを通じ「人の役に立っ

ている」と感じ、「仕事の充実感」を得ています。

同年代・同性ならではの会話が弾み、ときには退

社時刻を過ぎてもカラオケなどに興じるというこ

とです。
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１時限

２時限

７月　　事前学習①

　　　　映画「明日の記憶」鑑賞

９月　　認知症サポーター養成講座

　　　　事前学習②

　　　　DVD「認知症模擬演技者(SPSD)演習」鑑賞

10月　　SPSDによる演習講座ほか

　　　　事後学習

　　　　DVD「町で暮らす」鑑賞ほか

３時限

２時限

１時限

10：00　タイムカード　作業着に着替え　ミーティング

10：30　現場到着　作業開始

12：30　休憩　近くの定食屋で昼食

13：40　午後の作業開始

15：10　作業終了　片付け　園児とお茶

15：45　事務所到着　片付け　着替え　タイムカード

16：05　退社

「認知症を知り　地域をつくる」キャンペーンの概要

主な事業
　□認知症サポーター100万人キャラバン
　□「認知症でもだいじょうぶ町づくり」キャンペーン
　□認知症の人「本人ネットワーク」の支援
　□認知症の人や家族の力を活かしたケアマネジメントの推進

推進団体　認知症になっても安心して暮らせる町づくり100人会議（議長 堀田力）
事務局　　認知症介護研究･研修東京センター／認知症の人と家族の会／厚生労働省老健局
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ミニデイのアルバムalbum ミニデイのアルバム album

琴の演奏を楽しみました。準備が整う前にバ
レーボ―ル。みんな結構ボールを遠くまで飛
ばしていました。演奏会には今回もフルート
の古澤さんが参加してくれました。

2月1日

1月18日
今年最初の顔合わせ。正月休みはいつもと環
境が異なるため、多少の混乱が見られたケー
スもあったようですが、元気な笑顔が揃いま
した。見学のご夫婦も来られて、にぎやかな
新年のスタートになりました。

産休明けの齋藤京子保健師が久しぶりに
登場。体操の指導をしてくれました。折
り紙ではＯ・和子さんが数々の名人技を
披露してくれました。

2月15日

今年の大道芸は手品やコマ回しなど、
“参加型”のパフォーマンスで楽しませて
くれました。おひねりの飛ばし方も上手
になりました。

3月7日

♪



　区が主催する19年度後期の５回連続サポーター

養成講座の最終です。岡喜美枝・笠原寿子・竹内

弘道・村上歌子さんが交代で講師を務めました。

緑ヶ丘には近藤さん、目黒本町には森元さんが参

加、オレンジリングを取得しました。

　認知症サポーター養成講座は区内５地区を巡回

するスタイルで実施してきました。20年度は住民

の自主開催・出前講座を増やしていこうと区では

考えています。町会、住民会議、マンション管理

組合、企業などが主催し、区は講師を派遣すると

いうものです。たけのこでも６月20日と９月19日

に自主企画の養成講座を計画しています。

　目黒保健センター主催の認知症講演会で、約30

人が参加しました。講師は「たけのこ広場」でも

おなじみ、ゆきぐに大和病院院長の宮永和夫先生。

宮永先生は早くから若年認知症の問題に取り組み、

診療や研究に携わってきました。また日本で最初

に若年認知症の家族会を立ち上げ、介護者の支援

に当たってきました。

　若年認知症には老人性ではあまり現れない「前

頭側頭型」という認知症があります。代表的なの

が“ピック病”です。ピック病は「同じ行動を繰

り返す」という特徴があり、次のような症状があ

ります。

［ピック病の主な症状］

①周回　徘徊と似ているが迷子にはならない。

②反復行動　癖と似ている。手をこすったりする。

③時刻的に、規則的で決まった生活をする。

④同じものしか食べない。特に甘いものが多い。

⑤毎日同じ食事、献立を作る。

トピックス
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　たけのこでも設立以来、前頭側頭タイプの人が

少なからずいたと思われます。当時は情報が少な

く、発見・診断が遅れてしまったケースもありま

した。

　若年認知症は働き盛りで発症するため経済的な

問題が深刻です。またこどもが成人前のことが多

く、不登校や非行につながるケースも報告されて

います。介護保険制度は「高齢者」を前提に作ら

れているので、若年ではとても使いにくく、受け

入れてくれる施設が非常に少ないのが現状です。

また若年認知症を診断・治療できる医師が少ない

ことも問題です。

　講演では最後に「若年認知症の今後」として―

①介護保険制度では老年期と同様の対応をする(

介護拒否をしない)。②就労の道を探る(障害者自

立支援法の活用など)。③認知症の知識を普及し、

「普通の病気」として認識する。―ことが課題だ

と話されました。

　JICA(国際交流基金)主催［高齢化社会政策研

修］で来日した、タイ国の保健・福祉政策担当者

との懇談会に竹内弘道さんが出席しました。

　タイでも「高齢化対策」は近い将来の重要な課

題です。研修は高齢者医療・介護保険制度の仕組

みの勉強、医療現場や福祉施設の見学、関係者と

の意見交換などを柱に10日間の日程で行いました。

この日は介護者の会の活動を紹介し、意見交換す

るということで「目黒・たけのこ」「練馬・ブー

ケの会」「多摩・いこいの会」が招かれました。

17人の研修生は全員女性で、タイ中央省庁の政策

担当者、医師、看護師、ソーシャルワーカーなど

です。「核家族化」「都市と地方の格差」「伝統

社会の変質」など、タイも日本が通ってきた道を

歩んでいるようで、多くの具体的な質問が飛び出

しました。

講演会「若年認知症の今とこれから」
１月30日　総合庁舎６階　衛生教育室

認知症サポーター養成講座
１月16日　緑ヶ丘文化会館
１月24日　目黒本町社会教育館

タイ国からの研修生と交流
２月28日　新宿・アラジン
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５月９日(金)９時半　 ５月８日(木)１時半

６月13日(金)９時半　 ７月10日(木)１時半

７月11日(金)９時半　 ９月11日(木)１時半

９月12日(金)９時半　 11月13日(木)１時半

10月10日(金)９時半　 １月８日(木)１時半

11月14日(金)９時半　 ３月12日(木)１時半

12月12日(金)９時半

２月13日(金)９時半 

３月13日(金)９時半 

　「認知症になっても安心して暮らせる町づくり

100人会議」が主催する、認知症についての総合

的なキャンペーンの年次報告会です。「100人会

議」は有識者・地域団体・保健福祉医療団体など

で構成されており、事務局メンバーには認知症介

護研究・研修東京センター、認知症の人と家族の

会、厚労省老健局があたっています。

　キャンペーンは「認知症を知り、地域をつくる

10ヵ年構想」のもと主に次の事業を行っています。

　・認知症サポーター100万人キャラバン

　・認知症でもだいじょうぶ町づくり

　・認知症の人「本人ネットワーク」

　・認知症の人や家族の力を活かしたケアマネジ

　　メント

　認知症サポーター100万人キャラバンでは累計

36万人以上のサポーターが誕生したことが報告さ

れました。「認知症でもだいじょうぶ」町づくり

キャンペーンには全国から49の活動報告が寄せら

れ、以下の８つが発表されました。①安心して暮

らせるマンション(東京都中央区)②地域行事、老

人会への参加(高知県吾川郡)③認知症の授業(東

京都昭島市)④病院の取り組み(滋賀県犬上郡)⑤

シニアキャンプ(神奈川県足柄地区)⑥家族会と支

援者研修(富山県富山市)⑦若年デイサービスの取

り組み(東京都町田市)⑧グループホームの活動

(岐阜県高山市)

　グループホームみんなの家目黒(中根1-10-22)

主催のサポーター養成講座です。ホームの利用者

家族、近隣の人たちなど約20人が集まりました。

西部保健福祉サービス事務所と西部包括支援セン

ターの基礎講座に続き、「家族会から伝えたいこ

と」というテーマで冨田ユリ子さんと村上歌子さ

んが話しました。冨田さんは初めての講師役です。

みんなの家のホーム長・溝口雅子さんから「家族

会の体験を話してほしい」という要請をいただき

実現しました。

　認知症サポーター養成講座は区が主催する大型

の会と町会、住民会議、マンション管理組合など、

地域の住民が主催し、講師を派遣する“出前講座”

があります。今回は介護施設が主催する初めての

出前講座でした。

　目黒区では２か所の保健センターで認知症の家

族会が開催されています。目黒保健センターは認

知症の人と介護者が一緒に参加するかたち。碑文

谷保健センターは介護者だけの集まりです。新年

度のスケジュールは以下のとおりです。

第４回「認知症を知り地域をつくる」
キャンペーン報告会
３月１日　新霞ヶ関ビル灘尾ホール

平成20年度、目黒区主催の認知症家族会

認知症サポーター養成出前講座
３月15日　
八雲住区センター中根１丁目会議室

碑文谷保健センター
すずらんの会 3711-6446

目黒保健センター
すみれ会 5722-9503

※５月と11月は
  専門医が出席



人人

目黒認知症高齢者と家族の会  たけのこ
□ミニデイサービス＆家族会
　・第１・第３金曜日 ９時半～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
　・一般会員 3,000円(家族単位)
　・協力会員 1,000円
□連絡先
　・たけのこ(幹事・竹内弘道) 3719-5527
　・目黒保健センター 5722-9504
　・東部保健福祉サービス事務所 5722-9702
　・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

ホームページ

開設しました！

サービスを行いたいとのことで見学に来ました。

豊玉地区は東京都が実施している「認知症地域資

源ネットワーク事業」の“モデル地区”に指定さ

れており、中島さんは「認知症コーディネート委

員会」のメンバーです。モデル事業では「地域資

源マップの作成」「徘徊SOSネットワークの構

築」「認知症家族のネットワークづくり」などに

取り組むということです。モデル地区はほかに多

摩市諏訪地区が選定されています。

■渋谷区からの見学者
　赤崎敬子さんの紹介で、渋谷区で親の介護をし

ているＫさんが相談に来ました。

■リュウ・エンタープライズの弓長康成さん
　２月15日、３月７日。テレビで認知症をテーマ

にした番組を製作するための勉強に訪れました。

［ご逝去］
■能勢昭英(あきふさ)さん
　１月13日に他界されました。77歳でした。ご冥

福をお祈りします。

　 1－3月の活動から
■琴の演奏会
　２月１日。山口明美さんと石井晶子さんの琴に

フルートの古澤万里子さんが加わり、春にちなん

だ曲を聴かせてくれました。

　「春の海」は２台の琴にフルート。「春の夜」

では山口さんと石井さんが“歌声”も披露してく

れました。続いてフルート独奏でメンデルスゾー

ンの「春の歌」。古澤さんは練馬に転居してレ

ギュラーの音楽ボランティアからは外れましたが、

こういう形で参加してくれています。最後は「千

の風になって」をみんなで合唱しました。

■大道芸
　３月７日。東京都認定“ヘブン・アーチスト”

の佐藤まさ志さん、今回は手品を中心に、コマ回

しなど伝統的な「和もの」も披露してくれました。

　手品はＭ・やよいさんと土屋睦さんがアシスタ

ントで参加しました。思いもかけないマジックの

展開にびっくり。手伝いのお礼にと作ってもらっ

た風船人形にご満悦でした。二人のうれしそうな

表情が印象的でした。

　  ひと・往来
■上目黒のＫさん夫妻が見学に
　１月18日。北部保健福祉サービス事務所の保健

師、寺原さんに付き添われ、75歳の奥様のことで

相談に来ました。ご主人は１月24日に目黒本町で

行われた「認知症サポーター養成講座」にも参加

しました。寺原さんは３月で退職されるとのこと。

ずっとたけのこを支援してくれました。ありがと

うございました。

■ルーテル学院大学院の須々木真美さん
　１月18日。昨年秋以降、熱心に来てくれていま

す。今年も第１回目から参加してくれました。

■練馬の家族会「木瓜の花」の中島加代子さん
　２月１日。認知症の人を支える家族の会「木瓜

の花」は練馬区豊玉保健相談所を拠点に活動して

います。中島さんは「木瓜の花」でもミニデイ

と　き　2008年６月１日(日) 午後１時30分開演

ところ　目黒区総合庁舎２階大会議室

第１部　１時30分～２時40分

　□ミニフォーラム「認知症治療 はじめの一歩」
　　　宮永和夫(認知症専門医　ゆきぐに大和病院院長)
　　　清水惠一郎(認知症サポート医　阿部医院院長)

第２部　２時45分～４時15分

　□介護者の交流会
　　　小野寺敦志(認知症介護研究・研修東京センター研究
　　　員)／区、包括支援センターの職員

　　 ミニデイ／認知症介護　家族交流の集い

第５回たけのこ広場「認知症を、知る。」

個別相談会　１時30分～３時30分
　　　楢林洋介(楢林神経内科クリニック院長)

体験ミニデイサービス　１時～４時15分


