
たけのこ広場たけのこ広場
目黒認知症高齢者と家族の会　　　たけのこ会報

Vol.５ No.３ 平成20(2008)年 ７月25日発行 ４－６月号

　現在170万人いる認知症患者は、すぐに250万人に

達すると推計されています。急増する患者と家族を

「地域で見守る」ために、認知症を正しく理解する

支援者を100万人つくろうというのが“認知症サポ

ーター100万人キャラバン”です。全国キャラバン・

メイト連絡協議会が認定した“キャラバン・メイト”

が「認知症サポーター養成講座」を企画し、開催して

いきます。今回の自主企画養成講座はたけのこの５

人のキャラバン・メイトが共同で企画しました。

　認知症家族会が開く養成講座ですから、「当事者

ならでは」の独自の内容が必要だと考えました。そ

こで「認知症を理解する」という基礎講座に加え、

認知症の人を地域のネットワークにどう結びつけて

いくかを具体的に学習しようと考えました。東部包

括支援センターには介護保険制度の使い方を中心に

講義をしてもらいました。東部保健福祉サービス事

務所には保険外の、目黒区独自のサポート制度につ

いて話してもらいました。

　講座の最後には会員からいくつかの事例を話して

もらい、それについて懇談しました。普段、家族会

でやっているピアカウンセリングの方式です。認知

症の理論や支援制度を学習した上での事例検討です

から、「胸に落ちる」点も多かったのではないかと

思います。

□

　たけのこメンバー11人に加え、ミニデイ活動のリ

ーダーの人など７人が参加しました。今後、各ミニ

デイでも養成講座を企画したいという意見が聞かれ

るなど、十分な手ごたえがありました。次回は９月

19日に開催します。

たけのこ自主企画の
認知症サポーター養成講座を開催
　６月20日
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初めての会場はスペースも十分

ミニデイ、交流会とも余裕ある活動が

　今年から目黒区総合庁舎２階の大会議室が使え

るようになりました。区の催しが頻繁に行われて

いる会場なので、案内表示なども適切でした。包

括支援調整課のみなさんが設営の準備や音響・照

明などのオペレーションに力を発揮してくれまし

た。

ミニフォーラム

「認知症治療 はじめの一歩」

　認知症専門医の宮永和夫さんと認知症サポート

医の清水惠一郎さんを招き、「どのように医療と

付き合っていけばよいか」を話し合いました。認

知症の早期発見の方法、認知症検診の在り方、か

かりつけ医と専門医の連携、地域での支援体制、

見守りネットワークなどについて密度の濃いディ

スカッションになりました。普段から認知症の人

の「行動メモ」をつけ、医療・介護相談に役立て

るのがよい、など胸に落ちるアドバイスがたくさ

ん聞けました。

７組の個別相談を実施

フォロー態勢も整える

　個別相談は楢林神経内科クリニックの楢林洋介

さんと区の保健師、包括支援センターの看護師と

いうチームで臨みました。予約をして来た人は５

人でしたが、当日の緊急相談者が２人出て、フォ

ーラムを終えた宮永先生と清水先生も残って個別

相談に当たってくれました。区外から相談に来た

人も一人ありました。いずれも各地域の包括支援

センターで事後のフォローをする態勢を取りまし

た。

第５回たけのこ広場

　６月１日に目黒区総合庁舎大会議室で開催した「第５回たけのこ広場」
には、今年も130人を超す人が集まりました。「認知症を知る」というテ
ーマの催しがすっかり定着した感があります。

特集 

認知症ネットワークの着実な広がりを実感

交流会に60人

介護事業者の参加が増える

　６つのテーブルで交流会を行い、たけのこのメ

ンバーや保健師、福祉士、看護師などが進行役を

務めました。介護をしている人、サービス事業に

携わっている人、一般の市民、行政の人、区会議

員、区外から来た人･････と、多彩な顔ぶれで実

のある交流ができました。例年に比べ、福祉士、

ヘルパー、ケアマネなど介護事業者の参加が目立

ちました。直前のケアマネ研修会で、講師の永田

久美子さんがたけのこ広場に触れてくれたなど、

協力者の力が大きかったように思います。

ミニデイは別室で開催

穏やかで、落ち着いた雰囲気

　メイン会場(大会議室)裏の中会議室をミニデイ

ルームにあてました。昨年までは雑然とした雰囲

気のなかでの活動でしたが、今回は独立した部屋

のため認知症の人も落ち着いていられたようです。

たけのこのメンバー６人に加え、家族と同伴した

人も３人利用しました。たけのこのボランティア

と区の保健師、包括のスタッフなどでマンツーマ

ンの見守り態勢を取りました。「時間が長すぎ

た」との指摘もあり、課題を残しました。

●いずれは自分も認知症になるかもしれない。

　こんなグループがあって安心。(中町・一般 )

●認知症との接し方、症状など吸収できて非常

　によかった。また参加したい。(緑ヶ丘・一般 )

●グループの話し合いが非常に参考になった。

　道が開けた気がした。(上目黒・介護者 )

●意見を言って気がさっぱりした。同じ立場の

　人の話を聞けてよかった。(東が丘・介護者 )

●在宅で母をみつづけたい。ホッとした。がんば

　りすぎないようにする。(目黒本町・介護者 )

●新しい人と知り合え、清水先生の話も聞け、来

　た甲斐があった。毎年、来たい。(町田市・家族

　会 )

●先生の話は分かりやすくとても良かった。こ

　んな催しが自分の区でもほしい。( 渋谷区・介

　護者 )

●家族の話を聞き、とても勉強になった。( 八雲

　・介護事業者 )

●介護職の人に、もっともっと認知症のことを

　広めていきたい。(世田谷区・介護事業者 )

●フォーラムはとても分かりやすく勉強になっ

　た。もっと長時間聞きたいと思った。(区職員)

●活発に意見交換してすばらしいと思った。ミ

　ニデイもよかった。(包括職員 )

●５回目とあって一般参加者も増え、成熟して

　きた感じ。(包括職員 )

●ケアマネ、看護師などサポートする側も参加

　し、催しの広がり、浸透を感じる。(包括職員 )

アンケートの抜粋

参加者数

指導講師の人たち

宮永和夫(ゆきぐに大和病院)／小野寺敦志(認知症介護研究・研修東京センター)／清水惠一郎(阿部医院)

／楢林洋介(楢林神経内科クリニック)

※目黒区「認知症専門家等派遣」補助制度の支援を受けました。
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たけのこ   29

支援ボランティア  ３

区の保健師   ９

包括支援センターのスタッフ ９

区の職員   ５

社協の職員   １

相談・指導の講師  ４

合計    60

一般住民   46

介護事業者   ９

行政・公共団体職員  ７

その他    10

合計    72

総計    132
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ミニデイのアルバムalbum ミニデイのアルバム album

手話ダンスのあと、音楽活動。音楽ボランテ
ィアの募集に応じて多くの方が見学に来てく
れました。

5月2日

4月4日
見事な桜吹雪の中、目黒川を区民センター
まで往復しました。

カレンダー作りの向こうでは会報の製本
作業。みんな忙しい。

5月16日

たけのこ広場のミニデイは盛況。個室で
落ち着いた活動ができました。

6月1日

♪

香港園。食事の後、目黒駅ビル・アトレ
でお茶をしました。秋にはみんなで旅行
に行こうかなんて話が出ました。

6月6日

この日はたけのこ版認知症サポーター養
成講座を開催したので、ミニデイ後半の
ボランティアは少数精鋭態勢で臨みまし
た。

6月20日



　19年度認知症サポーター数の報告がありました。

現在、目黒区には928人のサポーターが存在します。

出前講座はミニデイ、医療機関、老人クラブ、町

会、サービス事業所で各１回行われました。

　20年度は区主催型を２回・200人、出前型とキ

ャラバン・メイト企画型で600人、合計800人超の

サポーターを養成する計画で、出前型とキャラバ

ン・メイト企画型講座の増加を見込んでいます。

ともに包括支援センターがコーディネーターとな

ります。たけのこ主催の講座はキャラバン・メイ

ト企画型になります。

　西部保健福祉サービス事務所地下の会議室を会

場に、新しい介護家族の会がスタートしました。

西部包括支援センターと西部保健福祉サービス事

務所が運営します。認知症以外の介護者にも参加

を呼びかけています。開催は毎月第３木曜日、午

前10時から11時30分です。問い合わせは―

　西部包括(蕪木)　5701-7244

　西部保健福祉(山本・山田)　5731-2555

 カラー４分の１ページで、小特集「認知症の人

が安心して暮らせるまちに」が掲載されました。

認知症サポーター養成講座の案内、出前講座の募

集とともに６月１日の「たけのこ広場」の告知も

トピックス
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 向こう５年をめどに、アリセプトをしのぐ新薬

が登場するという報道が散見されます。現在、

「臭化水素酸ガランタミン」「塩酸メマンチン」

「リバスチグミン(貼り薬)」の３つの認知症治療

薬が治験を実施しています。しかし、欧米に比べ

日本の治験期間は長すぎるという意見も聞かれま

す。そこで(社)認知症の人と家族の会は５月19日、

厚生労働大臣と独立行政法人医療品医療機器総合

機構宛に「認知症治療薬の早期認可についての要

望書」を提出しました。根本治療に効果が期待で

きる新薬の一日も早い登場が待たれます。

　区主催の大型講座で、職員や一般区民が対象で

す。103人のサポーターが誕生しました。笠原寿

子さんと竹内弘道さんが「家族会から伝えたいこ

と」のコーナーを担当しました。区主催の大型養

成講座はこの後９月にもう１回予定されています。

　介護コミュニティサイト「ノーマのまち」によ

るマーケティング調査に協力しました。介護食の

試食とグループ・ディスカッションで、首都圏の

４家族会のメンバーが参加。たけのこからは松尾

うた子さんが出席しました。今後も、介護体験者

を対象にしたマーケティング調査のニーズは高ま

ると思われます。

行われました。

西部地区に介護家族の会が誕生
４月17日　西部保健福祉サービス事務所

キャラバン・メイト連絡会
４月16日　総合庁舎大会議室

職員対象
講座

区民対象
講座

出前講座 キャラバン
メイト講座

合計

201 500 138 89 928

「めぐろ区報」４月25日号で認知症の小特集

認知症新薬の早期認可の要望書を提出
５月19日　(社)認知症の人と家族の会

認知症サポーター養成講座に103人
５月22日　総合庁舎大会議室

商品評価ディスカッション会
５月22日　新丸の内ビル
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 首都圏の約30の認知症家族会が定期的に交流し

情報交換しています。岡喜美枝・松尾うた子・竹

内弘道さんが出席しました。八王子の家族会が新

メンバーとして加わりました。このネットワーク

会議が「介護なんでも文化祭」運営の中核となり

ます。今年の文化祭は10月25日に上智大学の四谷

キャンパスで開催することが報告されました。

　「目黒区地域包括ケアに係る推進委員会」の第

２期が新メンバーでスタートしました。前期に続

き竹内弘道さんが委員を務めます。任期は２年。

　平成18年、介護保険が改正されました。地域包

括支援センターが設立され、地域密着型のサービ

ス が登場しました。目黒区地域包括ケアに係る

推進委員会は「高齢者介護に関し、地域の実情を

踏まえた包括的な地域ケアを効果的に推進する」

ことを目的に設置されました。具体的には地域包

括支援センターの運営に関するチェック、地域密

着型サービスの事業者の募集や指定に関するチェ

ックなどを行います。委員は学識経験者、医師、

薬剤師、介護福祉士、介護事業者、社協、老人ク

ラブ、民生委員、ボランティア、弁護士など14人

で構成されています。

　キャラバン・メイトの企画で実現した出前講座

で、五本木中町会婦人部11人が受講しました。

「実際の介護体験を聞きたい」という要望に応え、

講座の最後に、岡喜美枝さんと笠原寿子さんが受

講者のみなさんと約30分懇談を行いました。涙ぐ

む人も出るなど、実のある講座になったと評判で

す。この後、“懇談型”を希望する出前講座のオ

ファーが続いています。

　目黒区社会福祉協議会ボランティアセンターが

中目黒スクエア１階に移転し、新名称「めぐろボ

ランティア・区民活動センター」としてオープン

しました。開所時間は午前10時から午後７時まで。

土日もオープンします。今後、たけのこの備品は

新センターの倉庫で保管します。めぐろボランテ

ィア・区民活動センターには現在、18のミニデ

イ・グループが登録されています。

 名前   　　会場

ひざかけづくりの会 　　駒場住区センター

いきいきクラブ(切り絵)　　総合庁舎別館4F

いきいきクラブ(布) 　　総合庁舎別館4F

田道ミニデイ  　　田道住区センター

ごごいちクラブ  　　下目黒住区センター

たけのこ  　　中目黒スクエア

さんさんクラブ  　　不動住区センター

ゆうゆうクラブ  　　上目黒住区センター

わくわくクラブ  　　油面住区センター

わき・あい・あい鷹番 　　斉藤宅(鷹番)

ビスケットの会  　　原町住区センター

碑ミニデイ  　　碑住区センター

東根ダンケ  　　東根住区センター

百合の会  　　中根西町会事務所

みどりが丘食事会 　　みどりが丘ふくしかん

八雲ミニデイ  　　八雲住区センター

自由が丘安安の部屋 　　田辺宅(自由が丘)

宮前ミニデイ  　　自由が丘住区宮前分室

■目黒のミニデイ(2008年６月)

介護者の会ネットワーク会議
６月５日　青山ウイメンズプラザ視聴覚室

地域包括ケアに係わる推進委員会
６月12日　総合庁舎大会議室

認知症サポーター養成“出前”講座
６月13日　五本木住区センター

社協ボランティアセンターの名称変更と
移転　６月17日



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！

■ショートステイゆめてらす 三軒茶屋
　４月１日にオープンしたショートステイ専門施

設です。“ユニット型”の施設で、９名で１ユ

ニットと小規模のケアが特徴です。１フロア２ユ

ニットの３層で、全６ユニット・54室(個室)です。

目黒区全域が対象地域になっており、(株)やさし

い手が運営しています。ホームページの空き室状

況では、週日なら２ヶ月先くらいはまだ余裕あり

そうです。

世田谷区太子堂3-38-20　電話 5433-1611

◎たけのこの予定
■包括支援センターとの懇談会
　８月15日。恒例の会も３年目。６月に実施した

「たけのこ広場」のレビューを中心に、地域での

認知症ネットワークについて話し合いを深めたい

と考えます。

■たけのこ版認知症サポーター養成講座
　９月19日。たけのこの会員・ボランティアを中

心に15人くらいの規模で行います。一般の方も

誘ってください。

■学習会「特養ホームの暮らし」
　11月21日。「会員の介護体験を聞く」のシリー

ズで、特別養護老人ホームの生活について詳しく

勉強します。

■旅行会
　10月29日～30日。箱根の目黒区保養所へ出かけ

ます。

◎イベント・セミナー情報
■認知症映画会・講演会
　10月24日午後、区民センターホール。映画「折

り梅」の上映と映画の原作者で認知症の本人、小

菅もと子さんの講演。主催は包括支援調整課。

■第４回介護なんでも文化祭
　10月25日。上智大学四谷キャンパス。

■高齢者在宅介護者セミナー
　12月７・８日。会場未定。在宅介護者を対象に

した１泊２日のセミナー。高齢福祉課主催。

　 ４－６月の活動から
■目黒川のお花見
　４月４日。目黒川の桜がこの日までなんとか持って

くれました。桜吹雪の中でのお花見は初めてです。

■手話ダンスを鑑賞
　５月２日。グループ・アミカの踊りを楽しみ、

新しい手話(振り付け)も覚えました。

■ボランティアと家族の合同ミーティング
　５月２日。音楽ボランティアに新メンバーが増

えたので、介護ボランティアと家族の有志と三者

でお互いの連携などについて打合せをしました。

■たけのこ広場のミニデイ
　６月１日。メンバーの６人のほか３人がミニデ

イルームで午後のひとときを過ごしました。

■香港園で食事会
　６月６日。約30人が参加。食事のあと、近くの

コーヒーショップへ繰り出しました。そこでもい

ろいろな話ができて、二次会も大成功。

■たけのこ版認知症サポーター養成講座開催
　６月20日。予定より多い18人が出席しました。

ミニデイ連絡会のメンバーも参加し、熱心に質問

していました。次回は９月19日です。

　  ひと・往来
■取材　産経新聞・清水麻子さん
　６月20日。「介護者支援の在り方」をテーマに

取材を続けているとのことです。ミニデイと家族

会を同時にやっている、その様子を知りたいとの

ことでした。７月後半に記事になるようです。

■見学　大橋のＫさん
　６月20日。夫が若年認知症のピック病と診断さ

れたとのことで、娘さんと二人で来所。サポー

ター養成講座から出席し、しばらく話していきま

した。同じ経験をしている糀田さんが主に対応、

若年専門の家族会・彩星の会の情報も提供しまし

た。北部保健福祉サービス事務所とも連携しフォ

ローしていきます。

◎介護情報
［サービス・施設］


