
　区主催の認知症サポーター養成講座は、最後の20

分を「家族会から伝えたいこと」というタイトルで

“たけのこコーナー”にしてくれています。認知症サ

ポーターキャラバン・メイトの岡喜美枝、笠原寿子、

村上歌子、竹内弘道のみなさんが交代でこのコーナ

ーを受け持っています。

　岡さんと笠原さんはたけのこ創生期からの会員で、

在宅介護と施設介護(特養ホーム)の両方を経験して

います。村上さんはボランティアの立場から多くの

ケースに立ち会ってきました。講座ではその経験を

話します。竹内さんは各地の家族会と交流してきた

経験から「認知症の家族を取り巻く今」について報

告します。いずれも実地に体験してきたことですか

ら、講習者たちは真剣に耳を傾けてくれます。毎回、

講座終了後に何人かがたけのこの活動や介護のこと

を聞きにきます。後で電話で相談してくるケースも

ありました。

　現在、認知症の人は160万人いると推定されてい

ます。国は認知症サポーターを100万人つくること

を目標に掲げています。目黒区には約5000人の認知

症高齢者がいると推定され、そのうちの3000人強は

「なんらかの見守りや支援が必要」と考えられてい

ます。65歳未満の患者を含め、多くの人が支援や見

守りを求めていると考えていいでしょう。目黒区は

2000人の認知症サポーターを養成する計画です。

□

　たけのこにはキャラバン・メイトの資格を持って

いる人が５人います。この人たちを講師役に、来年

度はたけのこ主催のサポーター養成講座を行う計画

です。小規模で密度の濃い講座にしたいと考えてい

ます。

認知症サポーター養成講座
家族会から伝えたいこと
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介護者の会ネットワーク会議を結成

　2003年春、「介護者の会ネットワーク会議」と

いう集まりができました。呼びかけたのは介護者

サポートネットワークセンター・アラジン。介護

者の支援を事業目的とするＮＰＯ法人です。首都

圏各地の家族会・介護者の会が約10グループ集ま

りました。たけのこは同年秋の第２回会議から参

加しています。「たけのこ広場」に協力願ってい

る小野寺敦志先生(認知症介護研究・研修東京セ

ンター)や宮永和夫先生(ゆきぐに大和病院)とは

このネットワークで知り合いました。ネットワー

ク会議は年４回のペースで開催、現在、メンバー

は30グループにまで拡大しています。

介護者から情報を発信しよう

　2005年の春に「協力して啓発イベントをやろ

う」という声があがります。アラジンを中心に目

黒、世田谷、大田、練馬、多摩、草加の家族会、

そして若年家族会、マイケアプランの会で実行委

員会を結成、名称を「市民発! 介護なんでも文化

祭」にしました。特定のスポンサーや行政に頼ら

ず、「介護をする者の目線で手づくりの文化祭を

開こう」という思いでした。新宿のスペースセブ

ンが趣旨に賛同し、“格安”で会場を提供してく

れることになりました。コミュニティケア活動資

金から30万円の助成金を得ることができました。

介護なんでも文化祭と介護者の会ネットワーク

11月３日に、東京都産業貿易センター浜松町館で「第３回 市民発！ 
介護なんでも文化祭」を開催しました。来場者はこれまでで最多の
800人。リピーターも多く、このイベントが根付いてきたとの手ごた
えを感じました。文化祭の３年の歩みを振り返ります。

荒川 おやじの会　板橋 介護家族とサポートボランティアの会／

ひだまりの会　練馬 ブーケの会／木瓜の花　新宿 いっぷくの会

杉並 荻の花／浜田山かしの会／方南ふらっと会／荻窪ソックス

の会／阿佐ヶ谷介護者の会／和田オレンジの会／下井草さくら会

／上荻桐の会　世田谷 フェロー会／おしゃべり会／とまり木

目黒 たけのこ　大田 サイクル　多摩 いこいの会　西東京 ゆと

りの会　調布 深大寺こもれび　町田 認知症ケア町田ネット／わ

あくす　三鷹 介護者談話室　横浜 ほっと青葉　草加 オアシス

彩星の会　全国マイケアプランネットワーク　若年認知症サポー

トセンター　杉並介護者応援団　アラジン(事務局)

介護者の会ネットワークのメンバー(08年11月)

介護者・支援者・企業のコラボレーション

　文化祭展示の基本構成は「介護者」「支援者」

「企業」です。この他に毎回、目玉になるコンテ

ンツを設けました。第１回は医師やソーシャルワ

ーカーによる個別相談会を開き、目黒からは楢林

洋介医師と松尾伸子保健師がボランティア参加し

ました。２回目以降は主催者に社会貢献に力を入

れている企業も加わり、介護者と支援者と企業の

協働体制が確立しました。

介護者の声が社会に届く

　今回から会場が変わり出展も増えました。展示

は「介護者の会」「認知症」「福祉用具」「在宅

医療」「マイライフプラン」などテーマ別に13の

ゾーンに整理し、見やすくしました。アロマテラ

ピーなどの体験ブースも人気でした。

　ステージでは認知症介護研究・研修東京センタ

ー長の長谷川和夫医師による講演やトークショー、

介助犬のデモンストレーションなどが好評でした。

　別フロアでは「介護保険シンポジウム」「排泄

ケア講座」「認知症サポーター養成講座」などワ

ークショップを開催、たくさんの人が参加しまし

た。

　来場者は40・50代を中心に幅広く、若い介護職

の人も多数見られました。行政職員の参加も増え

たように感じます。目黒からも保健師や福祉関連

部署の人が多数、訪れました。

　「介護者からの情報発信」が広く社会に知られ

てきたと感じます。今年も文化の日に第４回を開

催の予定です。
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介護者の会　　多摩・いこいの会／目黒・たけのこ／練馬・

　　　　　　　ブーケの会／草加・オアシス／若年・彩星の

　　　　　　　会／マイケアプランネットワーク

　企　業　　　主婦の友社／積水化学工業／東芝／コミュニ

　　　　　　　ティデザイン研究所／ヤマシタコーポレーシ

　　　　　　　ョン

　支援者　　　アラジン(事務局)

今年の主催構成団体(文化祭企画委員)
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ミニデイのアルバムalbum ミニデイのアルバム album

11月が誕生月の今里さん。母校・慶応義
塾大学の応援歌「若き血」をみんなで大
合唱しました。ついでに早稲田「都の西
北」も歌って、エールの交換。たけのこ
早慶戦でした。

11月2日
10月19日

たけのこ広場で出会ったみなさんが、よ
く来てくれるようになりました。その一
人、ルーテル大学大学院の須々木さんの
サポートで、永澤さんは作業の進み具合
がいいようです。

クリスマス会。秋以降に入会した人たち
が多く、40人を超える参加で盛り上がり
ました。柴山さんも元気な顔を見せてく
れました。

12月21日



　　キャラバン・メイトというのは認知症サポー

ター養成講座の講師を務めることができる資格者

のことです。目黒区では２月に続いて２回目の開

催で、朝９時から午後４時まで行われました。

　まず目黒保健センター医療係長・上野健一医師

による「認知症とは」という講義。続いてキャラ

バン・メイトである宮本有希子さん(南部包括支

援センター)から「認知症サポーターはなにをす

ればいいか」の話がありました。午後は６人前後

の小集団に分かれ「認知症サポーター養成講座の

運営方法」を話し合うワークショップを行いまし

た。

　この日、49人のキャラバン・メイトが誕生、現

在、区内のキャラバン・メイトは87人になってい

ます。

　区主催の認知症シンポジウムで約200人が集ま

りました。青木英二区長のあいさつに続き、元Ｎ

ＨＫアナウンサーで福祉ジャーナリストの村田幸

子氏の基調講演「認知症を知り　地域をつくる」

がありました。氏は「認知症になっても安心して

暮らせる町づくり100人会議」の会員でもありま

す。長年、福祉の現場を取材してきた経験から、

「認知症の人と家族を地域で支える」ことについ

て、さまざまな事例を挙げて話しました。

　シンポジウムは包括支援調整課・関根義孝課長

が司会、阿部医院・清水惠一郎、家族会たけの

こ・竹内弘道、グループホームみんなの家・溝口

雅子、えるはあとケアセンター・吉田地果子、中

トピックス
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央包括支援センター・古屋美穂のみなさんがパネ

リストとして加わりました。それぞれの立場から

「認知症ケアの今」を報告した後、「認知症の人

が安心して暮らせるまち」にしていくためになに

が必要かを話し合いました。「早期発見・早期対

応」「患者と家族の支援」を中心にディスカッシ

ョンしました。

　来場者の半数がアンケートに応じてくれ(回収

率57％)、８割が「大変参考になった」「参考に

なった」と回答しています。認知症サポーター養

成講座にも多くの区民が参加しています。“認知

症介護”への関心が高まってきたことを感じます。

キャラバン・メイト養成研修
10月２日　総合庁舎２階大会議室

「認知症の人が安心して暮らせる
まちづくり」シンポジウム
10月13日　目黒区民センターホール
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 毎年秋に実施している高齢福祉課主催の一泊セ

ミナー。今年は講演会は総合庁舎大会議室、交流

会は甲斐市の神の湯温泉ホテルでという形となり

ました。

　講演会は新生寿会(きのこグループ)理事・篠崎

人理さんが「バリデーション」についてビデオな

どを使い話しました。きのこグループは認知症ケ

アの先進的な取り組みで知られ、岡山県笠岡市で

福祉施設と病院、認知症介護研修センターなどを

運営しています。篠崎さんはバリデーションを日

本に最初に紹介したグループの一人です。１時間

半の講演の後、参加者との歓談を行いました。

　総合庁舎を３時に出発、神の湯温泉到着は５時。

６時から夕食を取りながらの交流会でした。参加

者は12人と例年より少なかったのですが、話が弾

み、食事が済んだ後もロビーなどで交流が続きま

した。翌日は昇仙峡などを見学し帰京しました。

　参加者の半数は、毎年ここでの交流を楽しみに

している常連です。“仲間”と触れ合うことで介

護の辛さが癒されているようです。しかし、年々

参加者が少なくなっているのが気がかりです。

　(社)認知症の人と家族の会は、2009年の介護保

険見直しへの具体的な改善提案12項目を厚生労働

大臣に申し入れました。

［改善提案12項目］

１．在宅で要介護４、５の人が支給限度額を超え 

　て利用する場合は、全額自己負担ではなく介護

　給付を認める

２．必要な訪問介護の利用は同居家族の有無にか

　かわらず認める

３．認知症があると認められる場合には「要介護

　１」以上になる認定システムに改善する

４．若年期の認知症の人が仕事を続けられるよう

　支援する制度をつくり、採用する事業体へは補

　助金を支給する

５．若年期の認知症の人を受け入れる高齢者の通

　所介護にも加算を認める

６．地域包括支援センターは設置趣旨に則り、地

　域のコーディネート機関として充実させ、介護

　保険給付実務から外す

７．介護支援専門員が中立、公平を保つことがで

　き、質を高め、専門性が発揮できる体制とする

８．介護従事者の賃金、労働条件の改善を図るた

　めに、必要な対策を講じる

９．介護保険給付による介護予防はやめ、別事業

　とする

10．受け皿の準備のないまま療養病床廃止を先行

　させることはしない

11．認知症の人の一般病院入院時に、ホームヘル

　パーの付き添いを認めるなど対応の改善を図る

12．地域の家族の会など当事者組織の活動への支

　援を強化する

　(社)認知症の人と家族の会は1980年に発足し、

本部は京都にあります。42都道府県に支部を持ち、

会員数は10,000人です。

　前期(７月～９月)で427人の認知症サポーター

が誕生したのを受け、後期は11月16日の区職員向

けからスタートしました。たけのこからは前期の

３人に加え笠原寿子さんが講師として参加してい

ます。目黒区の認知症サポーターは12月現在665

人です。

「提言・私たちが期待する介護保険」
11月１日、(社)認知症の人と家族の会が
厚生労働大臣に申し入れ

認知症サポーター養成講座を連続開催
11月16日～１月24日

高齢者在宅介護者セミナー
10月28日～29日　総合庁舎大会議室他



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！

この活動を知ったそうです。

［入会］
■土屋睦さん
　65歳。９月から目黒保健センターの家族会・す

みれとたけのこに参加、11月に入会しました。認

知症デイ・いちょうにつながりました。

■Ｋ・きくさん
　87歳。９月からすみれと両方参加しています。

11月に入会。東が丘の支援センターの協力を得て、

通所や訪問の介護サービスを使えるよう誘導して

いるところです。

■Ｏ・かずこさん
　72歳。11月に入会。ご主人も健康に問題を抱え

ています。まだ介護サービスが使えていないので、

ゆっくりと誘導したいと考えています。

■Ｈ・ひろしさん
　68歳。11月からすみれとたけのこに参加。12月

に入会。介護サービスが使えていないので、Ｋさ

んと東が丘の見学に行きました。

［ご逝去］
■宮川良孝さん
　12月23日、自宅で虚血性心不全のため亡くなら

れました。77歳でした。ご冥福をお祈りします。

　 10－12月の活動から
■若年認知症専門デイとの交流
　10月５日。鷹番の若年認知症専門デイ「いきい

き福祉ネットワーク」の利用者のみなさんがおみ

やげ持参で遊びに来てくれました。「いきいき」

は日本で唯一、65歳以下の認知症の人に特化した

デイホームで、中途障害者のための「就労支援セ

ンター」も併設しています。高次脳機能障害者の

ための福祉サービスも始める計画です。

　最近、目黒でも若年認知症で苦闘している家族

が顕在化してきました。この日も「たけのこ広

場」に相談に来たＳさん夫妻が訪れました。３年

ほど前に夫(60)の異常に気付き、今年８月にアル

ツハイマーと確定診断。いきなり要介護４に認定

されたということです。保健福祉サービス事務所

の勧めでたけのこにつながりました。

 今年入会したうちの３人が若年性です。若年認

知症の場合、適切な通所施設がない現状から、い

きいきとの連携を深めていきたいと思います。

■クリスマス会
　12月21日。今までで最高の参加者数でした。い

つものようにキャトルのショートケーキで会員の

元気を祝いました。

　意外な再会がありました。Ｏ・かずこさんの長

女・昌子さんが土屋睦さんの幼稚園の教え子だと

分かったのです。昌子さんは北茨城市に住んでい

て、この日はお見舞いに上京、たけのこへ付き添

いで来たのです。クリスマスのお導きでしょうか。

　  ひと・往来
■ルーテル学院大学院の須々木真美さん
　10月19日。鷹番在住で、たけのこ広場に参加し

た方です。大学院で福祉の勉強をしています。

「たけのこは患者さんと家族が一緒に活動してい

るところがいいですね」とのこと。この後、12月

７日と21日にも来てくれました。

■慈恵青戸看護専門学校のみなさん
　12月７日。看護師の勉強をしている学生さんが

６人、見学に訪れました。ホームページでたけの

開催予告　認知症介護相談・交流の集い

第５回たけのこ広場

と　き　2008年６月１日(日)
ところ　目黒区総合庁舎２階大会議室

内容(予定)
　　□講演会・フォーラム
　　□個別相談会
　　　　医師・保健師・看護師・社会福祉士などがチームで
　　　　認知症介護の相談に応じます。

　　□認知症介護の交流会
　　　　介護者・サービス事業者・ソーシャルワーカーなど
　　　　が小グループで「介護の今」を話し合います。

　　□ミニデイ
　　　　患者さんを同伴される場合は保健師とボランティア
　　　　がお相手します。


