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レスパイトということ
レスパイトという言葉がよく聞かれるようになりま

ている当人だということが議論されていないと感じま

した。“休息”という意味で、「認知症の人を介護す

す。家族が当人をショートに預け、１週間の旅に行く。

る家族」を対象に使われるケースがほとんどです。

それが休息だといえるでしょうか。認知症の当事者た

介護が必要な人には多様なサービスが「介護保険」
で提供されます。しかし、介護する側、心身ともに疲
れている家族には制度的支援はありません。そこから、

ちがともに休息できる、それが真の認知症レスパイト
ではないでしょうか。
たけのこのミニデイでは当事者たちが同じ空間で一

「介護者サポート」「介護者レスパイト(休息)」が社

緒に過ごします。独りではないので安心は担保されて

会的なテーマになってきたのです。介護者(ケアラー)

います。しかし、活動は別々。たけのこの旅行も同様

支援法の創設、(介護者が休める)ショートステイ施設

です。認知症の人が仲間と話しに興じているとき、介

の拡充、介護者の居場所・情報拠点としての認知症カ

護者は“ひとりで、ゆっくり”と温泉に浸かります。

フェの整備などがテーブルに上がっています。
レスパイトが本当に必要なのは、実は認知症と闘っ

これが「たけのこ流レスパイト」。

たけのこ伊豆旅行

12号館入口「総合受付」

修善寺に、韮山反射炉
河津桜にも間に合った

３月24日・25日で伊豆長岡温泉へ行ってきました。参加者は16
人。３回目となる長岡温泉・寿荘ですが、３月いっぱいで閉鎖
になるとのこと。残念です。また、どこか探さないと…。

［３月24日（月）］
□10時、総合庁舎南玄関出発。11時に東名・中井パーキン
グエリアで小休止。
□12時半 「ライフハウス友だち村」で昼食後、園内を散
策。足湯などでゆったりと休憩しました。

寿荘は全27室。館内はすべてバリアフリーで、単純
泉の大浴場と露天風呂に加え、身体障がい者対応
の家族風呂を備えるなど“使える”宿でした。他県
のわたしたちでも一泊7000円台で利用できたのに、
閉館とは‥‥。

［３月25日（火）］
朝食の後、宿の屋上で富士山をバックに記念撮影。

□11時半 酪農王国で昼食。
□２時半 小田原の「山安」でおみやげの干物を大量購入。
□４時 目黒帰着

「ライフハウス友だち村」は介護サービスのついて
いない生活型有料老人ホームで、約50人が入居し
ています。お昼の弁当を500円で提供してくれまし
た。清流・大見川に面した庭には河津桜。足湯温
泉も楽しみました。昨年「ハンカチの樹」を教えて
くれた入居者の小林さんとも再会。
□３時 修善寺温泉散策。
古刹・修善寺は平安初期、807年に弘法大師が開基した、
修善寺温泉発祥の寺です。かろうじて間に合った“河津桜”
の下で記念撮影。
□５時 静岡県老人保養所「寿荘」到着。
□６時 洋食堂(貸切)で夕食。７時からは有志がビールで
懇談しました。10時にお開き。
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□10時

寿荘出発。韮山反射炉へ。

韮山反射炉は安政年間、韮山代官・江川太郎左衛
門が中心になって建造した日本初の洋式溶鉱炉。
安政６年(1859年)には品川沖台場の防衛用大砲を
鋳造しています。

費用
交通費

116,679

宿泊費

132,825

その他

22,496

合

計

バス＋諸経費

昼食代、看護料他

272,000
※参加費

17,000 円 ×16 人＝272,000
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トピックス
第２回家族介護者のつどい
３月５日 総合庁舎２階大会議室
主催は地域ケア推進課、介護者応援ボランティアが
運営に協力しました。
第１部は講演「最後まで地域で安心して暮らすため
に」。まず、白十字訪問看護ステーション（新宿区）
所長の秋山正子さんから在宅ケアのあり方についての
講演があり、続いて八重の会（中央地区）の小野田京
子さんが自らの介護の日々を話しました。
第２部は交流会。区内で活動している団体の紹介の
あと、小テーブルに分かれて懇談しました。たけのこ
からは竹内弘道、土屋隆司の二人が参加しました。

ＮＰＯ法人
Ｄカフェまちづくりネットワーク始動
３月14日付けで、Ｄカフェまちづくりネットワーク
が特定非営利活動（ＮＰＯ）法人に認定されました。
略称はＤカフェnet。たけのこ、介護者の会、介護者
応援ボランティアなどの有志が発起人となり設立され
ました。認知症カフェを展開することをミッションに
しています。竹内弘道さんが代表に、土屋隆司さんが
理事となっています。
26年度から目黒区の委託事業として、区内全５地区
に“Ｄカフェ”という名称の認知症カフェを整備する
計画です。ラミヨでの２年間の実証実験を経て、７月
から２つ目の拠点、Ｄカフェ・ニコスをスタートさせ
ます。
Ｄカフェプロジェクトの一環として、さまざまな認
知症啓発・研修事業も計画されています。毎月開催の
Ｄカフェ懇話会「お医者さんを囲んで」。年２回の開
催を予定している「めぐろ認知症ぷらすミーティン
グ」などです。
□ＮＰＯ法人 Ｄカフェnet
目黒区五本木1-5-11 （03）3719-5592 Fax共
e-mail d-cafe@kazekusa.jp
URL http://d-cafe.kazekusa.jp/

目黒区に「認知症支援推進員」誕生
目黒区は2014年４月から「認知症支援推進員」を地
域ケア推進課に配置します。東京都の認知症早期発
見・早期診断推進事業を受けたものです。この推進事
業は、①認知症コーディネーター②認知症アウトリー
チチーム―の２つの柱から成っています。①は目黒区
では２年前から「認知症支援コーディネーター」の名

6

称で、各地区の包括支援センターで活動を始めていま
す。区内のかかりつけ医・介護事業者などと連携して、
認知症の疑いのある人を早い時期から支援する、その
司令塔役です。新設される「認知症支援推進員」は②
を担う役割で、認知症疾患医療センター(都立松沢病
院)の“アウトリーチチーム”と連携して「認知症支
援コーディネーター」の仕事をバックアップします。
アウトリーチチームというのは松沢病院の医師・看
護師・ソーシャルワーカーなどで構成する「出張チー
ム」のことで、認知症の疑いがある「受診困難者＝病
院を拒否している人」のもとへ出向いていきます。ア
ウトリーチチームの出動をリクエストするのが認知症
支援推進員です。
■認知症支援推進員
下村純代(地域ケア推進課)
■認知症支援コーディネーター
勝俣育子(北部)／内野喜和子(東部)／小原正人(中
央)／豊田公子(南部)／田原勝善(西部)
小野寺敦志学習会リポート

ピアカウンセリングのすすめ方
２月７日に、国際医療福祉大学院准教授・小野寺
敦志さんを迎えて学習会を行いました。家族交流会
＝ピアカウンセリングの理論と運営面での注意点
を勉強しました。
◇
ピアというのは「同じような立場にいる人たち」
「上下関係でなく水平関係の仲間」という意味です。
この仲間たちが常に相手の状況を考え、手助けしよ
うという意識を働かせることがピアカウンセリン
グの要諦です。
介護のベテランは初心者に対して“上下関係”に
ならないように常に気を配り、
「聴く姿勢（傾聴）」を
取るように心がけるのです。
・相手の立場を尊重する
・否定的なコメントは控える
・押し付けない
自分の介護体験を話す場合は「参考の形で提供す
る」ということにします。
介護者の情緒的、心情的な面を受け止めることが
大切で、
「聞いてもらった」
「受け止めてもらった」と
いう体験から、
「一人ではない」と感じ仲間意識が生
まれてくるのです。
初めての参加者にはたくさん話してもらう一方
で、無理やりに話すことを求めないという配慮も必
要です。

ネットワーキング

×
2月22日 Ｄカフェ・ラミヨ

1月12日 Ｄカフェ・ラミヨ

横浜で認知症カフェ準備中の飴矢さん

東京都健康安全研究センターの鷺さん

横浜・いずみ野の飴矢敦子さんはレビー小体病の母の在
宅介護体験から（現在は施設）、
「いずみ野に認知症カフェ
を作りたい」とがんばっています。３月 22 日には父の北村
昭夫さんと「新里懇話会」にも参加しました。

鷺直樹さんは日本精神薬理学会の会員です。認知症疾患
の病理研究、抗認知症薬開発の現状などについて、専門的
な話をしてくれました。認知症という病気、根本治療には
「まだ道遠し」ということがよく分かりました。
3月9日 Ｄカフェ・ラミヨ

1月25日 Ｄカフェ・ラミヨ

回想法の野村さんと本間さん
東洋大学教授の野村豊子さんは回想法の第一人者で「語
りと回想研究会」のリーダー。事務局の本間萌さん（鎌倉
市の包括勤務）と訪ねてくれました。Ｄカフェ net では今年、
回想法の研修会を計画しています。
2月7日 たけのこ

東京医療センターのみなさん
看護師の盛真知子さん（写真中）とソーシャルワーカーの
津々見瑞恵さん（左）は東京医療センターの地域連携・在
宅療養支援の推進役。総合内科医の小林さんとたけのこ
体験に訪れました。７月の同センター「介護教室」はたけの
こと介護家族をテーマに行う予定です。

発達障害家族のみなさん
区内で発達障害家族の集まりをしている菊地喜美子さん
がメンバーの坪井さん、岡村さんなどとＤカフェに参加。
ラミヨの人たちと認知症と発達障害についてセッションしま
した。このグループも市民交流スペース・ラミヨで定期的
な集まりを開催する計画です。
3月22日 Ｄカフェ・ラミヨ

新里医師を囲む会に40人
「お医者さんを囲む会」も６回目を迎えました。定員・予
約制にもかかわらず、当日いきなりという人たちで溢れん
ばかり。練馬の家族会の人やファイナンシャルプランナー
のグループなどさまざまな顔ぶれでエキサイティングでし
た。
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１－３月の活動から
■小野寺敦志学習会
２月７日。一般参加は目黒本町の杉山則子さん(南部・悠
楽の会)。包括支援センターから佐藤雅子さん(南部)、目黒
社会福祉事業団の西尾純二さんが参加。東京医療センタ
ーの３人、東京医療保健大学の人たちも講義を聞きました。
■琴の演奏会
２月21日。山口明美さんと石井晶子さんがおなじみの曲
を演奏してくれました。途中、箏の指使いの説明のあと、山
口さんの指導で簡単な指の運動を行いました。
演奏された曲は以下のとおりです。
吉沢検校作「千鳥」、八橋検校作「乱れ」。
「荒城の月」
「美しき天然」
「さくらさくら」
「うれしいひな祭
り」を合唱しました。
■大道芸
３月７日。佐藤まさ志さんがいつ
もの芸のほかに落語を聞かせてく
れました。演目は「くしゃみ講釈」。
テーブルの上ににわか高座をしつ
らえ、寄席の雰囲気をだしました。

【ひと・往来】
［見学・研修］
■東京医療センターと東京医療保健大学
２月７日。東京医療センターから看護師の盛さん、ソーシ
ャルワーカーの津々見さん、そして内科医の小林さん。東京
医療保健大学東が丘看護学部から中村孔美助手と２年生
の沼倉奈緒、野口由美さんら研修生が訪れました。

［ボランティア］
■国立音楽院の内田奈那
さん
内田奈那さんが国立音
楽院卒業のため、2012年４
月から２年間の活動を終了
しました。ご苦労さまでした。
［逝去］
■水島こずえさん
２月４日。区内の病院で亡くなりました。94歳でした。
「越中おわら節」の力強い詠唱が耳に残ります。
■平島きよさん
３月14日。88歳。夫の良一さんが逝かれて１年、後を追う
ようでした。お嬢さんから丁寧なお手紙をいただきました。

１－３月の活動から
［Ｄカフェ］
■回想法で映画の話
１月25日。語りと回
想研究会の野村豊子
さんと本間萌さんを囲
んで、懐かしい映画の
話。

［Ｄカフェ懇話会］
１月18日 楢林洋介医師(神経内科)
２月11日 新津彰良医師(内科)
３月22日 新里和弘医師(精神科)

認 知 症カフェで まちづくり
tel.03-3719-5592

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

http://d-cafe.kazekusa.jp/

たけのこ

たけのこＨＰ

たけのこホームページURL
e-mail

検索

http://takenoko.kazekusa.jp/
takenoko＠kazekusa.jp

