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たけのこ広場

　念願の「お泊りの旅」を実現しました。22人の箱

根大旅行。たけのこサポーターの力量を認識させら

れた旅でした。

　土屋隆司さんの「ああ、いいお湯だった。久しぶ

りに、ゆっくりしました」という言葉が印象的でし

た。近頃は家族や親しい友達と一緒の旅でも、「ゆ

っくり一人でお湯に浸かる」ということがなかったそ

うです。睦さんは隆司さんが視界から消えると、す

ぐに探しまわるひとですからね。認知症の介護者は

「独りになれない」ストレスを常に抱えているのです。

　「見守り」は認知症の人とのゆるぎない“信頼”

をベースにした、とても高度なケアのあり方だと思

います。そばにいてくれるだけで安心できる、そう

した関係を築けるのは、認知症に関する知識と経験

を積まなければむずかしいことです。周囲と適応で

きにくくなっていた宮下やよいさんは、たけのこで

村上貞子さんという「信頼できる」人と出会い、や

がて他のメンバーとも普通にコミュニケーションで

きるようになりました。今ではたけのこという“ミ

ニ社会”から一歩踏み出して、デイサービスに通い

はじめています。箱根では宮下三千男さんも「ゆっ

くりお湯に浸かれた」ひとりになりました。

　箱根の旅では認知症の人７人を８人のボランティ

ア・介護卒業生がゆるやかに見守ってくれました。

お世話するというのではなく、お仲間感覚のナチュ

ラルなサポートです。この雰囲気だったからこそ、

介護者もご本人を預けて「芯からのリラックス」を

味わえたといえるでしょう。

たけのこサポーターの実力
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　10月29日(水)11時半、都立大学駅近くの目黒通

り・中根に集合。マイクロバスと区の“リフト付

福祉小型バス”に分乗して箱根を目指しました。

午後２時過ぎ、休憩ポイントの御殿場高原「時の

栖(すみか)」に到着。ここには複数のホテルや温

泉施設、テニスやサッカーなどのスポーツ施設、

レストランや物産販売所などがあります。御殿場

高原ビール直営の店もありましたが、幸い休憩時

間帯で入れず、“無料休憩所”で各自持参の遅め

のお昼をとりました。さすがに都内よりは体感温

度が低く、トイレをしっかり利用させてもらって

から出発しました。

　箱根の登りにかかり快調なドライブが続きまし

た。乙女峠の手前で格好の撮影スポットを発見、

富士山をバックに全員で記念撮影です。綿帽子も

まだ被らず、薄霞の“ぼんやり富士”でしたがい

い写真が撮れました。金時山の登山口を過ぎ仙石

原にかかると左手に有名な“ススキの原”が広が

ります。黄金色の穂が一面に生い茂り、なんとも

いえない景色です。しばしクルマを止めて幻想的

な風景に見入りました。目的の強羅はもうすぐで

す。

　10月29・30日、箱根の保養所に行ってきました。参加者は22人。天候にも
恵まれ、秋の箱根路を満喫。ゆっくり温泉にもつかり、日ごろのストレスを
解消してきました。

たけのこ初の一泊旅行
秋の箱根で、ゆったりと温泉三昧

昼前に都立大学を出発

黄金色の絶景　仙石原のススキの穂

　宿泊は上強羅の目黒区箱根保養所。１泊２食付

き6,400円です。和室７部屋と洋室２部屋を確保。

　夕食前のひととき、ボランティアさんの部屋に

集まっておしゃべりの花を咲かせました。普段と

は違った話題(？)で、みんな相当盛り上がってい

ました。６時夕食。食堂は“ほとんど貸しきり”

の状態です。意外にも、お酒に強いひとが結構い

て、追加注文のヤキトリを肴にごきげんなディナ

ータイムを過ごしました。

　食後は温泉。ここのお湯は「ナトリウム塩化

泉」といって神経痛や筋肉痛、疲労回復に効くと

いうことです。露天風呂がなかなかのもので、

「これはいい」という声がしきり。家族風呂も浅

田さんと永澤さんペアが交替で利用しました。

　翌朝は10時半に

宿を出発、もう一

度「ススキの原」

に寄ってから芦ノ

湖へ向かいました。

箱根町の恩賜公園

でクルマを降り、

関所へ向けて湖の

ほとりを散策。散

歩道はきれいに整

備されていて、ハ

ンディキャッパー

用のトイレも複数

あり、車椅子でも安心でした。関所を出たところ

で昼食。せいろ蒸し料理の店でしたが、ここも貸

切状態でゆったりといただきました。帰路は海老

名のサービスエリアで休憩しただけで目黒までノ

ンストップ。３時過ぎに都立大学で解散しました。

紅葉には少し早かったようですが、美しい箱根の

秋を満喫した旅でした。

　今回の旅行では区の制度をいくつか利用しまし

た。箱根保養所は区のホームページで空室状態を

チェックしてから直接、電話予約。リフト付福祉

小型バスは要介護４以上の車椅子使用者が利用で

きる車両で、費用は無料。ガソリン代や通行料な

ど実費だけの負担です。ドライバーを区に依頼す

ることができ、今回は高砂自動車の片桐久則さん

が“運転奉仕員”として来てくれました。片桐さ

んの紹介でマイクロバスも格安で手配できました。

マイクロのドライバー・福山さんは箱根を知悉し

た人で心強いかぎりでした。

紅葉にはちょっと早かったけど･････
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お一人様14,000円也

目黒区の保養所で温泉三昧

 参 加 費     308,000　  ＠14,000×22名 ＋寄付

　　宿泊代    157,000 

　　車両費    130,000 

　　その他 5,000 

　　合　計    292,000 

  収　支       16,000 

※余剰金16,000円は次回の旅行に繰越
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ミニデイのアルバムalbum ミニデイのアルバム album

10月17日10月3日
全員でアロマハンドマッサージ。よい香り
でリラックスしてミニデイをスタート。

11月21日
12月5日

♪

クリスマス会。食事の前に紙風船バレー
で腹ごなし。大活躍の伊代さん、疲れて
うとうと･････。12月19日

村上歌子さんはこの日が最後。長い間、
ありがとう。

共同通信の取材や学習会講師の小野寺先生
のミニデイ参加で、いつもよりにぎやか。



　目黒区社会福祉協議会が毎年秋に開催する、福祉

団体・グループが一堂に会してのフェスティバルで

す。中目黒GTプラザの各所でさまざまな催しが行わ

れました。１階ステージでは補助犬のデモンストレ

ーションや高校生のジャズライブ、地下ホールでは

コンサートや抽選会などのパフォーマンスを多くの

人が楽しみました。来場者のお目当てはバザー。

「体験・販売コーナー」は例年以上に賑わいをみせ

ていました。

　たけのこは１階のコーナーに出店し、前回の２倍、

約42,000円の売上を記録しました。販売品は松尾う

た子さんの家で値札付けなどの準備と整理を行い、

当日は早朝から宮下三千男さんの車で数回に分けて

搬入。昼過ぎにはほぼ完売しました。終日、お手伝

いくださったみなさん、ご苦労さまでした。

　今年から会場が四谷の上智大学になりました。上

智社会福祉専門学校とのつながりができたためです。

トピックス
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昨年までの「介護者」「企業」「市民活動グルー

プ」に「教育」が加わり、いかにも「文化祭」とい

う雰囲気になりました。メイン会場の体育館では企

業や団体の出展ブースなどの他、専門家による相談

コーナーも開設。ステージでは評論家の樋口恵子氏

の講演、学生と介護者とのセッションなどが行われ

ました。また、８号館の教室では各種セミナーも行

われ、来場者は750人と過去最多を数えました。

　目黒区の「介護者支援のための講師派遣助成」を

受けた、たけのこ家族を対象にした講演会。認知症

介護研究・研修東京センターの主任研究員、小野寺

敦志氏を講師に迎え、家族会における「ピアカウン

セリングのすすめ方」について聞きました。

　ピアカウンセリングとは「当事者(ピア)同士によ

る心理的な援助行為(カウンセリング)」のこと。介

護者同士の話し合いを円滑に進めるためのコツを勉

強しました。

［ピアカウンセリングのポイント］

・相手の立場を尊重する

・「介護のつらさ｣といった情緒的・心理的な面を受け止める

・否定的なコメントは控える。もしくは慎重に用いる

・自分の介護体験を提示する場合は“参考”の形で提供する

・聞く姿勢(傾聴 )を大切にする

・聞いてもらった、受け止めてもらったという体験を大切に

・「支えあう仲間がいる」「一人ではない」という体験をする

　場であるということを認識する

第５回めぐろ地域福祉のつどい
10月25日　中目黒GTプラザ

講演会「ピアカウンセリングのすすめ方」
12月５日　中目黒スクエア２階和室

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

　高齢福祉課主催の「在宅で寝たきりや認知症の介

護をしている人」を対象にした１泊旅行セミナーで

す。１日目は区の総合庁舎会議室でメインの講習

「認知症の理解とよりよい介護に向けて」を受講し

ました。講師は練馬区で介護者の集まり「ブーケの

会」を主宰している小泉晴子さん。１時間の講義に

続き参加者との質疑・懇談を行いました。午後２時

過ぎにバスでマホロバ・マインズ三浦(神奈川県三

浦市)に向けて出発。 夕食前に参加者と区の担当者

全員による交流会を行いました。今年の参加者は６

人。たけのこからは竹内弘道さんが出席しました。

昨年の半数以下の参加で、さびしい思いもありまし

たが、人数が少ない分、密度の濃い交流ができたと

皆、満足気でした。このセミナーは近年、参加者が

減りつづけています。ショートステイが取れず参加

できないなどの理由が考えられますが、介護者支援

事業の柱のひとつと位置付けている企画だけに抜本

的なテコイレが望まれます。

　今年度５回目の連絡会です。連絡会担当(松尾う

た子・休会、村上歌子・退会)が出席できなかった

ため、議事録から要旨を転載します。24名の出席。

・「地域福祉のつどい」の結果報告

・ミニデイ・サロン研修会を２月から３月にかけて

開催の予定

・助成金に関するアンケート調査を実施予定

・開設、活動休止グループ

　休止　わきあいあい鷹番

　開設　土笛(大岡山)

次回は２月19日に開催の予定。

　12月19日に「認知症でもだいじょうぶ」町づくり

キャンペーン2008事務局から、たけのこの活動が

「町づくり2008モデル」に選ばれたとの連絡があり

ました。全70論文の応募から７グループが「2008モ

デル」に選ばれたそうです。３月７日に青山の草月

ホールで表彰・発表会があります。みんなででかけ

ましょう。

　ショートステイ専用施設として４月にオープンし

た「ゆめてらす三軒茶屋」の利用料が、平成21年１

月から上がります。要介護３の人が１泊２日する場

合の目安で17,900円。従来の8,140円と比べ倍以上

になります。値上がりの主な要因は「居住費」です。

従来は「１泊＝4,000円」でしたが、改定では「(１

泊)２日×7,000円＝14,000円」となります。明細は

以下のとおりです。

 開設当初は「自費にしては安い」という感じでし

たが、やっぱりあの値段ではやっていけないのでし

ょうかね。

7

目黒区在宅介護者セミナー
12月７・８日　マホロバ・マインズ三浦

社協ミニデイ・サロン連絡会
12月19日　中目黒スクエア

認知症でもだいじょうぶ 町づくりキペーン
「町づくり2008モデル」に選ばれる

ショートステイゆめてらす三軒茶屋
１月より利用価格改定

１泊２日の利用料(要介護３の場合)

次回たけのこ広場の日程 ６月７日に決定

ミニデイ＆認知症介護者交流の集い
「第６回たけのこ広場」

と　き　2009年６月７日(日) 午後１時半～４時半

ところ　目黒区総合庁舎２階会議室

内容(予定)　ミニフォーラム／介護者交流会／

個別相談会(予約制)／体験ミニデイ　ほか

※参加費無料



人人

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 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（世話人・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！

ひと・往来

たけのこ １－３月の予定

10－12の活動から
アの養成」を考えているそうです。介護者交流とミニ

デイを同時開催しているたけのこを実地に見たいとい

うことでした。例会終了後も１階の社協談話室で、ボ

ランティアのみなさんから取材をしていきました。

■日本社会事業大学の佐々木萌子さん

　10月３日。介護者支援をテーマに研究しています。

アラジンからの紹介でミニデイと家族会の様子を見て

いきました。

［取材］

■共同通信の工藤康次さん

　12月５日と19日。「介護者支援の充実」をテーマに

取材を重ねているそうです。５日に予備取材、19日は

徳橋達典カメラマンも同行。１月中旬に全国の新聞社

に向けて配信する予定です。

［ボランティア］

■中尾美樹子さん

　10月３日。９月27日の認知症サポーター養成講座

(総合庁舎)でボランティア参加を申し出ました。認知

症の家族を看取った経験を活かしたいということです。

■村上歌子さんが転居のため退会

　たけのこの創生期から長く支援を続けてくれました。

千葉県富津市でご主人と二人、憧れの「田舎暮らし」

を始めるそうです。

［入会］

■Ｋ・みつおさん

　65歳。ピック病と診断されています。腎移植も経験

しており、心身ともに不安定です。娘さんと息子さん

は「母が心配」と言っており、周囲の温かい支援が必

要です。11月に入会。

■学習会「認知症とケアプラン」

　２月20日。「会員の介護体験を聞く」シリーズです。

認定調査への対応、ケアマネジャーとのやり取り、ケ

アカンファランスの開催など、認知症にふさわしいケ

アプランについて考えます。

■宮下やよいさんの初ショートをサポート

　11月３・４日。初めてのショートステイでかなりの

混乱が予想できたので、初日に岡さんと笠原さん、２

日目に佐々木さんが「お見舞い」という格好で施設に

出向き、午後の時間帯を一緒に過ごしました。朝から

泣いていたやよいさんも徐々に落ち着き、なんとか２

泊３日を持ちこたえ、帰宅してからも安定していたそ

うです。当初５泊の予定でしたが、現状ではそこまで

の長さは無理のようです。今後、施設側とも連携し、

少しずつ宿泊期間を延ばして行こうと計画しています。

■日大建築学科のアンケート調査

　11月21日。日本大学建築学科・八藤後(やとうご)研

究室のアンケート調査に協力しました。テーマは「認

知症在宅介護にあったっての住環境整備」。認知症に

優しいユニバーサル・デザインの研究の一助になるも

のと期待します。

■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”シリーズ。経

験者の話をベースに、特養の「基礎知識」や「現状」

について、さまざまな角度から話し合いました。６月

に見学に来た大橋のＫさんも息子さんと参加、熱心に

質問していました。終了後、入会の手続きをしました。

■クリスマス会

　12月19日。24人の参加でした。いつものようにキャ

トルのショートケーキで会員の健康を祝いました。

　  

［見学］
■認知症介護研究・研修センター小野寺敦志さん

　10月３日。研究

室のスタッフ・遠

藤さんと二人で来

訪。介護者の支援

組織を各地に展開

するためのキーに

なる「認知症に精

通したボランティ


