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　12月25日に厚労省から１枚の文書が出ま

した。「同居家族がいることだけを理由に、

機械的に訪問介護はダメとしてはならな

い」という内容です。

　数年前、「ヘルパーによる散歩の付き添

い」「同居家族がいる場合の訪問介護」が

禁止され、反対の大合唱が起きました。08

年８月に厚労省は上記を撤回する通達を出

したのですが、末端のケアマネやサービス

事業者ではいまだに「規則でできません」

と言う人が少なくないのです。そういう現

状から「改めて周知徹底をお願い」したの

が12月25日の文書なのです。「適切なケア

プランに基づき」「利用者の状況に応じ

て」個々に判断せよと言っています。

　「適切なケアマネジメント」というのが

実は曲者で、一般に「ダメ」とされている

病院内の介助、認知症の人の見守り、長時

間の訪問介護などでも「必要性をきちんと

立証するケアプラン」が立ててあれば使え

るのです。しかし、介護費の節約を命題と

する役所は簡単に「はい、そうですか」と認めてはくれ

ません。そこを押したり引いたりしながら「適切なケア

プラン」を立てるのがケアマネの腕です。しかし、彼ら

の忙しさを知れば「あまり無理もなあ･･･」とため息も出

るのです。

□

　介護保険書類の中に「居宅サービス計画書」というの

があります。利用者の「生活全般の解決すべき課題」を

詳細に記すことになっています。これを家族が納得でき

るまでに書き込むことが「必要性をきちんと立証するケ

アプラン」です。ケアマネと一度、じっくりチェックし

てみましょう。本人の状態が変化したときや介護環境が

変わったときなども「今」に合わせて書き換えましょう。

「適切なケアマネジメント」
  とは？
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総合庁舎から出発

　10月28日(水)、10時45分集合。地域ケア推進課

が手続きしてくれて、総合庁舎南口玄関前にバス

を駐車することができました。ドライバーは昨年

同様、マイクロバスが福山さん、リフト付福祉小

型バスが片桐さん。11時に出発、途中、中央高

速・石川SAで及川さんをピックアップし、富士吉

田を目指しました。

　河口湖畔のハーブ館でお昼休憩の後、御坂・黒

駒ルートで観光農園へ。オフシーズンなのでぶど

う狩りはそこそこに、晩のデザート用などに店頭

に並んだ幾種類ものぶどうを仕入れました。東京

では目にすることのない品種が多く、バスの中で

つまみ食い。一宮御坂インターで再び中央道に。

韮崎で降り、４時過ぎに明野の「パノラマリゾー

ト ひまわりの丘」に到着しました。

ホテルは「たけのこ様 貸切」

　「ひまわりの丘」は明野村(現北杜市)が10年前

に村営施設として開業。温泉施設(明野温泉太陽

館　源泉45度)を中心に薬膳レストランやそば打

ち工房などがあります。明野は年間の日照時間が

日本一だそうで、この施設も太陽光発電で運転。

前にはひまわりやハーブなどの花畑が広がります。

　明野温泉太陽館は日帰り入浴の人で賑わってい

ました。男性陣は到着後すぐに連れ立って湯に。

女性たちは部屋でゆっくり「鬼のいぬ間の解放

感」にひたりました。

　宿泊部屋は全10室、「貸切にします」と言って

くれたので、夕方からはたけのこ専用。南アルプ

スに沈む夕日を堪能した後、夕食。近くに住むや

よいさんのお母さんとお姉さんも訪ねてこられ、

なごやかに歓談していきました。

絶景のパノラマビュー、でも富士山は

　一夜明け、この日も快晴。アルプスの山並み

はくっきりなのに、なんと、富士山だけ霞んで見

えない！楽しみにしていた横尾さんガックリ。

　９時半に出発。「山梨県立フラワーセンターハ

イジの村」を見物してからみずがき湖へ。そして

リーゼンヒュッテで昼食。その後、木賊(とくさ)

峠から昇仙峡を経由して東京へ着いたのが６時前。

予定より遅れてしまい、みなさんを疲れさせてし

まいました。反省。

☆お一人様16,000円也

収入 参加費 　352,000　＠16,000×22人
 その他　 41,070　寄付、前回繰越等
 合　計　393,070 

支出 宿泊代　221,820 
 車両費　100,000 
 その他　 67,100 
 合　計　388,920 

 残  　　4,150

※残金は次回の旅行に繰越 

　10月28・29日、山梨県北杜市の明野温泉
から昇仙峡をまわってきました。参加者は
22人。この時期にしては暖かく、紅葉は真
っ盛り。ゆっくり温泉にも浸かり、心身の
垢を落としてきました。

特集 

たけのこ秋の一泊旅行
山梨の紅葉と温泉を満喫
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ミニデイのアルバムalbum ミニデイのアルバム album

12月4日

10月2日
風船バレー大会の趣。

10月16日

♪

11月6日

カレンダーづくりの後、良い天気だっ
たので中目黒公園へ。

港区ボランティア講座のみなさんが見学に。

佐藤さんにお手玉数え歌を教わりました。

12月18日
クリスマス会。豊島の梅田さん、
板橋の林さんも寒い中、元気に参加。

♪



　10月１日、厚生労働省の若年認知症支援事業と

して電話無料相談がスタートしました。専門教育

を受けた相談員が病気のこと、経済問題、心理ス

トレスなど、若年認知症特有の疑問や悩みに対応

します。

電話番号　0800-100-2707(フリーコール 無料)

開設時間　月～土の10時から15時(年末年始・祝

日を除く)

　目黒区社会福祉協議会が主催する、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。

“バザー＆模擬店”“体験コーナー”“ステージ”

などが中目黒ＧＴプラザで行われました。

　たけのこは１階のバザーコーナーに出店。販売

品は村上貞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

搬入。昼過ぎにはほぼ完売し、32,570円を売り上

げました。お手伝いくださった赤崎・今里・岩

崎・奥貫・岡・笠原・近藤・今野・佐々木・土

屋・富田・松尾・宮下・村上のみなさん、ご苦労

さまでした。

トピックス
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　上智四谷キャンパスの３会場で開催、過去最多

の900人が来場しました。

　第１会場は体育館２階ホール。初心者向けの

「介護のはてな？ミュージアム」です。介護者の

ひろばを中心に「介護保険がわかる」ための８つ

のブース――総合相談、デイ＆ショート、ホーム

ヘルプ、保険外サービス、ターミナルケアなど―

―が展開しました。介護者のひろばでは各地から

寄せられた“介護者の声”を掲示。多くの人が足

を止め見入っていました。介護体験に共感し、そ

の場で感想を書き投稿する人も見られました。体

育館１階の第２会場は音楽カフェ。ステージでは

終日パフォーマンスが行われました。

 第３会場は５階建ての12号館。すべてのフロア

を使い各種セミナー、講演会、ワークショップな

どを行いました。１階では「見て、触って学ぶ」

をテーマに、各メーカーが最新の介護用品を展示

しました。

　介護なんでも文化祭はたけのこなどの家族会、

福祉ＮＰＯ、メーカー、各種団体などが実行委員

になり、厚労省、東京都、千代田区などが後援し

ました。

若年認知症の無料電話相談
「若年認知症コールセンター」スタート

第５回介護なんでも文化祭
10月24日　上智大学四谷キャンパス

第６回めぐろ地域福祉のつどい
10月24日　中目黒GTプラザ
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発進！目黒区の高齢者見守り事業

　２つの高齢者見守り制度がスタートしました。目黒区高齢者見守りネットワーク
「見守りめぐねっと」と西部地区で先行実施する「高齢者見守りモデル事業」です。
（仮称）認知症サポーターズクラブも活動を開始、４月以降に新たな介護者支援の
会を始める予定です。
　認知症の人や高齢者をサポートする最新の取り組みを追いました。

［見守りめぐねっと］

　区内５カ所の包括支援センターを連絡ステ
ーションに、区民・警察・消防・商店・訪問
事業者などがネットワークを組んで「地域で
高齢者の安全を見守っていこう」という取り
組みです。ネットワーク連絡会を定期的に開
催し、機関紙“ネットワーク通信”で情報の
共有化を図ります。来期はPR用のキャラクタ
ーを作成する予定です。

　「地域包括支援センター」を中核に据える
というところが一番のポイントでしょう。
「ちょっと気がかり」な高齢者に気付いたら、
下記の包括支援センターに連絡しましょう。
　・北部包括支援センター　5428-6891

　・東部包括支援センター　5724-8030
　・中央包括支援センター　5724-8066
　・南部包括支援センター　5724-8033
　・西部包括支援センター　5701-7244

［高齢者見守りモデル事業］(西部地区)

　個人対個人の見守りシステムです。「見守
りを希望する世帯」を講習を受けた“見守り
ボランティア”が定期的に訪問します(ある
いは戸外から様子を見る)。現在、西部地区
で、約50人の登録ボランティアがおよそ20世
帯の高齢者を見守っています。順次、地区を
拡大していく計画です。

［(仮称)認知症サポーターズクラブ］

　認知症ステップアップ講座を終了した人を
中核に自主グループ「認知症サポーターズク
ラブ」を結成、４月から介護者同士の交流・
情報交換を目的に「介護者の会」を２カ所で
運営します。包括支援センターと連携し、い
ずれ全５地区に展開する計画です。
　現在、区内の介護者の会は目黒と碑文谷の
保健センター、西部包括支援センター、そし
てたけのこと４カ所で活動しています。サポ
ーターズクラブの始動で、より地域に密着し
た介護者支援の運動が高まることを期待しま
す。

　区の職員と一般区民が対象で約100人が受講し

ました。地域ケア推進課・佐久間薫さんと東部包

括支援センター・宮田由美子さんが講師を務め、

竹内弘道さんが認知症の人と家族の現状を話しま

した。

　緑が丘西地区自治会の人たち13人が参加。西部

包括支援センターの柴村かなえさんの講義に続き

竹内弘道さんがたけのこの活動を紹介。その後、

自由交流しました。

見守りめぐねっとの地域ネットワーク

協力機関

協力団体 協力事業者

包括支援センター

町会／住区／
商店／民生委
／老人会／医
院など

警察／消防／
権利擁護センター

新聞／電気／
ガス／水道／
郵便局など

ネットワーク連絡会 区の関係部署

認知症サポーター養成講座
11月19日　総合庁舎２階大会議室

認知症サポーター養成出前講座
11月26日　緑ヶ丘文化会館



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
　・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

人人 ひと・往来

10－12月の活動から

これからの予定

検索たけのこＨＰ

　港区で介護者支援の活動を立ち上げようとしている

人たちです。両日ともアラジンの森川さんがコーディ

ネーターとして同行。

［調査・取材］
■日経リサーチの森樹夫さん
　10月16日。９月に続いての来所。本来はピアカウン

セリングの見学が目的ですが、急遽外出となった中目

黒公園まで同行し、音楽活動を見ていきました。

■早稲田大学院の横瀬利枝子さん
　10月16日。夏場に体調を崩していたそうで、７月以

来の参加です。

［入会］
■Ｓ・あきこさん
　77歳。息子さんが仕事場の京都とひんぱんに往復し

て見守っています。

■Ｍ・こずえさん
　90歳。たけのこの音楽活動が気に入り入会しました。

［訃報］
■岡野敏生さん
　10月24日に逝去されました。93歳でした。

■中野喜一さん
　11月７日に85歳で旅立たれました。たけのこ旅行を

楽しみにしていらしたのに残念です。

■川合充男さん
　11月18日、東邦大橋病院で逝去されました。67歳で

した。９月に元気なお顔を見せてくれたばかりでした。

■小野寺敦志氏講演「認知症の人の心理を学ぶ」
　２月19日。国際医療福祉大学院心理専攻・小野寺准

教授の講演です。認知症の人の心理、行動様式。介護

する人が陥りやすい心理の陥穽といったことを学びま

す。

■４月の例会日程の変更
　４月の第３金曜日は会場が使えないため、第４金曜

日の23日に変更になります。

■中目黒公園で音楽活動
　10月16日。カレンダー作りを早目に切り上げ出かけ

ました。10月２日が雨で外出できなかったので、その

代わりです。

■新型インフルエンザで緊張
　11月６日。中目黒スクエア６階の学童保育が「新型

インフル警戒のため休み」と表示されていたため、緊

張。保健所にインフルの状況を確認したところ、東京

都全体が警戒レベルに入っているが特に接触などの心

配がないかぎり神経質になることはないとのことだっ

たので、通常どおり開催。冒頭で保健師さんから新型

インフルエンザのレクチャーを受けました。

■学習会「目黒の介護サービスの現状」
　11月20日。区内の介護施設の整備状況、今後の予定

を検証しました。

■クリスマス会
　12月18日。音楽ボランティアのみなさんが早くから

演奏を始めてくれ、賑わいのあるクリスマスになりま

した。

［見学］
■認知症ステップアップ講座受講生のみなさん
　10月２日 片山友子・関真澄さん。

　10月16日 栗林正幸・伊牟田郁世さん。

　11月６日 小澤哲男・岩井成子・笹川みよ子さん。

　９月で終了した講座を受けて、たけのこで実地の勉

強をしたいということです。

■世田谷区の鈴木桂太さん
　11月20日。世田谷の生涯学習友の会「ガーネット」

のメンバーです。

■柿の木坂のＭさん母娘
　11月20日。山本保健師が同伴してくれました。

■平町のＯさん
　12月４日。碑文谷保健センターで薦められ、アルツ

ハイマーと診断された60代の妻の相談で来られました。

■港区介護者支援講座受講生のみなさん
　11月20日 日栄さん。

　12月４日 横塚・岸田・澤田・角・廣田さん。港区

　　　　　 介護予防課・梅津さん。


