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１－３月号

認知症カフェ
近頃「認知症カフェ」という言葉を耳にするように

こ」の枠を超えたさまざまな人たちが集ってくるよう
になりました。ウィークデイには出てこれない就労中

なりました。
認知症カフェというのは、認知症の家族を中心に広

の介護者、近隣に相談できる場のない区外の認知症当

く地域の人たちや専門職などが集い、認知症の知見を

事者･････。こうした人たちの中からたけのこに会員

深める場のことをいいます。イギリスやオランダでは

登録する人も出ています。

“アルツハイマーカフェ”などの名称で盛んに行われて

「日曜開催のラミヨ」の準備を始めました。医師や

おり、日本でも10年ほど前から各地に誕生していま

看護師、介護職などに「休日の自主参加」を呼びかけ

す。昨年９月に発表された厚生労働省の認知症施策５

ています。日曜ラミヨでは認知症に悩む人たちとサポ

か年計画（オレンジプラン）にも「認知症カフェの普

ートする立場の人たちが、コーヒーとおしゃべりを楽

及」がうたわれています。１月には厚労省から委託さ

しみながら「認知症というもの」の本質を語り合いま

れた認知症カフェ調査員がラミヨを訪れました。全国

す。医師にとっては診察室では今一つ分かりにくい

30ほどの事例を調べ、報告書にまとめるということ

「認知症家族の生活の実態」を知る現場になります。

です。

市民には認知症の知識や制度、医療の実際を学ぶ場に
□

昨年７月にたけのこの別バージョンとしてスタート
した土曜談話サロン“ラミヨ”には、「家族会たけの

なります。ここに参加するすべての人が「他者の、他
職種の、認知症に対する取り組み」を知り、理解を深
め合って行くのです。

ホームページを刷新しました
たけのこのホームページは2007年２月に開設しました。
ホームページを経由しての問い合わせや見学・下見、取材・調査の申し込みは年々増加しています。
そうしたニーズに応えるためにも、たけのこの経歴や実績をきちんと整備しておきたいと考え、
認知症カフェ”ラミヨ”のスタートを機に、６年ぶりの大改定を行いました。
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巨大な井戸端会議場
10月13日に上智四谷キャンパスで「第８回 介護なんでも文化祭」を開催しました。
５階建ての12号館が１棟まるごと文化祭の会場。
800人を超す介護者や介護事業者、ＮＰＯや企業の人たち、一般市民が集い、

認知症カフェ・ラミヨ

各フロアで熱心に語り合い、交流を深めました。

DIARY

ᡵᣋȽᝈᭉǾᅽαǿ

会報のバックナンバーが閲覧できる

たけのこの実績がたどれる

会報「たけのこ広場」が創刊号(2004年７月号)からすべ

外部で紹介されたたけのこの活動を整理しました。講演

て読めるようになりました。2010年７月号以降はフルカラー

会や認知症サポーター養成講座などの資料もアップしてあ

です。懐かしい写真を楽しんでください。プリントアウトする

ります。
「認知症でもだいじょうぶ町づくり2008モデル」の

こともできます。

顕彰論文も全文ダウンロードできます。

トピックスとDIARY

ラミヨの活動はバナーで

身近な話題は短信ページ「DIARY」に、中期的な情報
は「トピックス」ページで伝えるようにしました。

市民交流スペース

市民交流スペース「ラミヨ」の活動状況は、トップページ
の“バナー”をクリックすることでアクセスすることができま
す。
□今回の改定にあたっては風草工房の協力を得ました。
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第１回家族介護者のつどい
３月８日 区総合庁舎２階大会議室

ȞȟțȹȢɟɃǾȰɁ̷ɁৰȾնɢȮȹߦख़ȬɞȦȻ
ȾȟߵȽȢȽɞǿ

地域ケア推進課が主催し、ＮＰＯ法人アラジンと目黒区
介護者応援ボランティアが運営協力した、映画鑑賞と介護

̿឴ί᪙Ⱦɿ˂ʝʃᄊک
Ȉްఙࡼوˁ᪢ߦख़ټᜪ̿ץ឴ᅆ឴ȉ
ᣮለˁᩖɿ˂ʝʃ

者交流の会です。
１時30分から上映された「わたしの人生(みち)

我が命

のタンゴ」は、精神科医の和田秀樹監督作品。前頭側頭葉

能訓練のあり方をディスカッションしました。各グループか

型認知症（ピック病）の父と娘の社交ダンス・タンゴを通じ

らの主な報告です。

ての交流の物語。主演は秋吉久美子と橋爪功。

▽「関節の硬縮防止」
「筋力の維持」
「外出能力の向上」な

３時半からは小グループの交流会。５包括の職員とボラ
ンティアがリード役になり、懇談が進められました。
平成18年に西部地区でスタートした介護者の会も今では

ど、日常生活に直結した訓練を大切に
▽トレーニングのポイント
・筋力が弱くてもできる「負荷が軽く、細かくできる」運

５地区すべてで活動しています。その全体会である「家族

動

介護者のつどい」はこれから毎年、この時期に開催する予

・リスクの少ない運動

定です。

・自宅でも継続できる運動
高齢者は複数の隠れた疾病を持っている場合が多く、

通所介護・通所リハビリ分科会
３月８日 区総合庁舎２階大会議室
目黒区内でデイサービスを提供している事業者の勉強会

個人差もあるので、個々のケースに合わせた計画を作るこ
とが重要との結論でした。
次回、６月の分科会は家族会の活動と在宅支援のこと
をテーマに行う予定です。

です。介護保険課との共催事業。
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畑幸博さんから「運動に特化したデイサービス」の活動・サ

ǽՠɁю߁ɂျᜓȺȠȽȗǿəȶȢɝǾɅȻ֣ᏚȢȦ

ービスが報告されました。

ȻȺǾ̿឴ᐐᒲᡵɕᕶȴᅔȢǿ

上肢の運動ではまずタオル体操。腕の上げ下げやタオ
ルを“ねじる”ことで可動域が上がります。新聞紙でも同様
のことができるそうです。またマシーンを使った“引っ張り”
や“前屈”、音楽を利用したダンベル体操なども紹介されま
した。ペットボトルを利用した“水のダンベル”という手軽
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て」。最初に、リハビリデイ・早稲田イーライフ柿の木坂の川
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□24時間サービスの事業者（営業地区）
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ソフィアメディ（中央、西部）

ǽȕɢȲȳȪȗٍ֚Ɂมɂ˪ާɗຉ̒ɥऀȠᠭȦȬǿ

はぎ介護センター（東部）

ȈȝȳɗȞȾȉȈɂȶȠɝȻȉɥ॑ȟȤɞǿ

やさしい手（北部、東部、南部）

ᴴǾᄾਖ਼ɁᕹȾᐝɥϿȤȹǾəȶȢɝߦख़

ジャパンケア（北部、中央、南部）

ǽట̷ɁᕹȾᐝɥϿȤɞȻǾట̷ɜȪȢȕɠșȻȬɞȦȻ

な方法も披露されました。

ナイスケア（西部）

ȟțȹȢɞǿ

下肢の運動では自分の体重を利用したスクワットや立
操と起き上がりの練習などの実際が報告。３つのグループ

 ࢳ࣊ȾᜫȨɟȲȈ ᩖɿ˂ʝʃȉȟᄻԖȺɕᴮ

ᴮǾɑȭɂަɞ

ǽႜɁ۶ȞɜɁۦȾɂɆȶȢɝȬɞǿඩᬂȞɜᄻɥȹ

今回のテーマは「デイサービスでの運動機能訓練につい

ち・座り運動。ベッドや車いすを使った移乗運動、
マット体
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学習会「認知症の人の対応のポイント」
３月15日 小野寺敦志さん

□24時間サービスのイメージ図

に別れてのグループワークでは、一般デイサービスでの機

通報

国際医療福祉大学院准教授・小野寺敦志さんによる講

（品川区、若年認知症介護者）、永渕（横浜市、特養職
員）、山崎（横浜市）、山路（東山ホーム)。他に包括支援

定期巡回

センターから６人が参加。
［講演のポイント］
７つの対応のポイントを「本人の立場」と「介護者の立

随時訪問

在宅

指示

チーム

オペレーター

者は以下のみなさんです。吉原（赤ちゃんとママ社）、鍵山

利 用 者

演とディスカッション。30人が聴講しました。ビジター参加

看護士
ヘルパー

場」、双方から解説してくれました。
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■鷹番のＵさん
３月15日。鷹番でひとり暮らしの母（84）を港区在住の息子

【１－３月の活動から】

が連れてきました。小野寺講演会にも途中から加わりました。

■琴の演奏会

■横浜市のＴさん

２月15日。山口明美さんが病も癒え、１年ぶりに来てくれまし
た。

３月15日。ピック病の夫の介護をしています。
■包括支援センターのみなさん

八橋検校作「千鳥」の演奏に続いて、愛唱歌メドレー。
「花

３月15日。小野寺敦志さんの講演会に、包括支援センターか

嫁人形」
「母さんの歌」
「十五夜お月さま」
「小さい秋」
「さくら

ら以下の６人が参加してくれました。山田・波江野（北部）、内

さくら」を合唱しました。その後も「かごめ、かごめ」と「うれし

野（東部）、白井（南部）、古屋・研修生（中央）。

いひな祭り」を全員で歌いました。
［ボランティア］
■八雲の安廣法子さん

【ひと・往来】

めぐろボランティアセンターからの紹介で、２月15日、見学

［見学］

に。３月からレギュラーとして活動に参加。

■グループホームきららの椚田さんと足立さん
１月11日。昨年10月に開設した、きらら青葉台のホーム長・

■岸典子さんと佐藤奈津子さん

椚田（くぬぎだ）秀之さんと足立職員が見学に来ました。地域

３月15日。めぐろボランティアセンターに募集を依頼してい

との交流を促進したいとのことだったので、カフェあおばを紹

た音楽ボランティアとして見学に。４月からレギュラーとして参

介しました。

加してくれます。

■NHKの宮脇壮行さん
ＮＨＫ教育・Ｅテレ「ハートネットＴＶ」で３月から
１月 25 日。
“シリーズ認知症”を始める予定。各地の関連施設や活動グル

［逝去］
■平島良一さん
３月19日。年末から入院していた病院で静かに亡くなりまし

ープを見て回っています。

た。92歳でした。
「最高齢ボランティア」が口癖の楽しい人でし

■原町のＮ・Ｙさん
１月25日。要介護１の母（77）を介護中。交流会でたくさん話

た。

していきました。
■中町のＩさん
１月25日。近所で弟と二人暮らしの母（78）は認定調査を終
えたばかり。今後の介護のあり方を勉強にきました。２月に入
会。

１月26日

■上目黒のＯさん
１月25日。要介護１でアルツハイマーとアルコールの問題を
抱えている夫（81）を妻が介護しています。２月に入会。
■東部包括支援センターの松田さんと小田部さん
２月15日。新しく東部包括に配属になったお二人です。

目 黒 認 知症家族会
□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
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