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会の名称を変更
目黒認知症家族会 たけのこ
として reスタートします
“高齢者”という表現を外しました。認知症は高
齢者だけの病気ではありませんからね。
日本では65歳以上を高齢者とし(75歳になると、
頭に“後期”が付きます)、介護保険は高齢者を主
な対象(第１号被保険者)として設計されています。
65歳未満(40歳以上)の人は第２号被保険者とされ、
介護サービスも高齢者並には整備されていません。
認知症の人も65歳未満は“若年”と呼ばれ、医
療・介護両面で支援が立ち遅れています。しかし、
たけのこの10年の歩みを省みても、創立メンバーの
青木トクさん、今里安利さんなど多くが今でいう
「若年認知症」でした。“若年”に対応したもっと
適切な医療・介護ができていればと悔やしい思いが
します。

2004年に「たけのこ広場」を始めてからは若年の
相談が目に見えて多くなり、今は会員の40パーセン
ト超が若年由来の人です。ピック病に代表される、
若年特有の「前頭葉側頭葉型」というむずかしい病
気と闘っている人もいます。たけのこの実態は「認
知症高齢者と家族」の会ではない、これが名称変更
のいちばんの理由です。
会の活動が広がるにつれ、長い名前が使いにくい
という面も出てきました。金融機関の口座名や電子
システムの登録名など、文字数制限がされるケース
が増えてきたのです。今までの名称をカタカナで数
えると26文字にもなってしまうのです。まあ、そん
なこんなで、簡潔ですっきりした名前で、“再スタ
ート”することにしました。

「認知症でもだいじょうぶ」
町づくりキャンペーン 2008に応募
「認知症でもだいじょうぶ」町づくりキャンペーンは、社団法人認知症介
護研究･研修センター(東京・大府・仙台)が主催し厚労省などが後援するも
ので、認知症の人と家族を地域で支える先駆的な“まちづくり活動”を募集
し紹介しています。過去４年間で220の活動が報告されました。
たけのこの10年間の活動を「概要」「地域の紹介」「活動の内容」「活動
の成果と今後の展望」12ページにまとめ、９月に応募しました。「概要」の
全文を転載します。

［たけのこ広場］

［目黒たけのこ流・認知症ネットワーキング］
目黒認知症家族会 たけのこは、1998年４月か
ら活動しているが、介護保険制度のスタートを境
に、会員数の低落傾向が始まった。通所介護など
の利用が促進されたためと推察された。低迷を脱
するための情報を探るうち、介護者の会ネットワ
ーク会議の存在を知った。NPO法人介護者サポー
トネットワークセンター・アラジンの呼びかけで、
首都圏の10数グループが結成した「草の根家族
会」の集まりである。2003年秋の第２回会議から
参加し、交流を通じて、たけのこの持つ得がたい
“資源”―①人的資源＝保健師とボランティア ②
支援体制＝区と社会福祉協議会―を再認識した。
たけのこの活動は区の保健師に支えられてきた。
区内を巡回し地域の実情を知悉する“地域資源”
だ。［介護者の会ネットワーク］で知り合った専
門家に協力と参加を依頼し、保健師のノウハウを
活かす形で、04年から体験型の認知症啓発イベン
ト［たけのこ広場］を始めた。「個別相談」「介
護者交流会」「体験ミニデイ」「認知症ミニフォ
［ミニデイ＆家族会］
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ーラム」などの内容で、年１回の開催。今年６月
の［第５回たけのこ広場］には130人を超える
人々が集まった。
「個別相談会」は医師と保健師と包括支援セン
ターのスタッフがチームを組んで、医療・介護の
総合的なアセスメントを行う。「交流会」は１テ
ーブル10人以下に設定し、専門の心理職、たけの
このメンバー、保健師・包括スタッフが進行役を
務める。「体験ミニデイ」も同様の態勢で認知症
の人を迎える。「ミニフォーラム」の講師はフォ
ーラム終了後は交流会に合流する。今年は区の保
健師９人、地域包括支援センターからも９人、さ
らに区と社協の職員６人が中核スタッフとして参
加した。行政現場とのネットワークも確かなもの
になっている。
たけのこは発足以来、区の人的援助(保健師の
派遣)と社協のミニデイ支援(助成金、ボランティ
ア募集、保険等)を受け、「ミニデイと家族交流
会を同時開催する」活動を続けてきた。［たけの

こ広場］はその拡大版である。［広場］を通じて
保健師や包括スタッフとの”コラボ感”が深まり、
日々の活動にも協力して取り組むようになった。
問題を抱えている家族を「たけのこで慣らし運転
してから介護保険サービスに誘導する」といった
取り組みだ。デリケートな認知症の人と介護者に
は、こうした「助走期間」が必要だ。そこにたけ
のこの10年のノウハウが活きている。DVや介護う
つの人も保健師に伴われてやってくる。
［たけのこ広場］は介護者の会ネットワークに
も刺激を与え、05年から［介護なんでも文化祭］
という首都圏規模のイベントがスタートした。
年々、規模が拡大し、昨年、浜松町の都立産業貿
易センターで行った第３回では来場者は600人に
達した。［文化祭］からは、福祉団体・グループ、
企業、医療NPOなどとのネットワークの連鎖が起
こっている。
目黒区の認知症サポーター養成講座では、「家
族会から伝えたいこと」というコーナーが好評で、
［認知症サポーター養成講座］

終了後も懇談していく人が多い。地域に密着した
出前講座も増えており、そうした中から、地域の
多様なグループとの交流が生まれている。目黒ロ
ーカルでもネットワークの連鎖が起こりはじめて
いる。
□
ネットワーキングの結果、低迷していた会員数
も大きく回復した。例会の見学者も増え、家族会、
行政の担当者、学生などがしばしば訪れる。今後
は「在宅ターミナル」などの問題に真剣に向き合
わなければならない。［広場］や［文化祭］で得
たネットワークの先を探り、これからもたけのこ
流のネットワーキングを模索していこうと思う。
［介護なんでも文化祭］
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album

ミニデイのアルバム

ミニデイのアルバム

7月4日

7月18日

大橋手品クラブのマジック。新会長の瀧口
さんと指導の後藤先生は初お目見えです。
後半は音楽療法士の河合さんのリードで歌
いました。

♪

album

8月1日
琴の演奏会。小学５年生の和田実也さん
と井戸未来さんが初登場。

♪

♪ ♪
9月5日
手話ダンス。ストレッチ効果もあって、
身体のびのび。

9月19日
後半はアコーディオンで音楽活動。別室
では認知症サポーター養成講座。

8月15日

♪
♪
♪
4
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トピックス

若年認知症支援の活動報告会
７月19日 全水道会館(文京区)
若年認知症の社会的支援体制が立ち遅れています。

認知症サポーター養成出前講座
７月23日 二葉研究所会議室
(株)

二葉研究所は目黒本町の平和通商店街でケ

６月の「たけのこ広場」のレビューを話し合った

NPO若年認知症サポートセンター(宮永和夫理事長)

アプラン作成事業所「まるごと」を運営しています。

後、地域包括支援センターの１年間の活動について

は昨年、社会参加の先進モデルとなるべくミニデイ

同所のケアマネ・佐藤真理子さんが、以前のサポー

聞きました。

サービス「ジョイント」をスタートさせました。若

ター講座でたけのこの話を聞き、今回も家族会の話

全包括支援センターが共同で取り組んだのが社会

年認知症の人に仕事を勧める理由として宮永氏は

をとリクエストしてくれました。この日は夕方５時

資源リストとマップの作成です。地域の社会資源を

「本人の希望」を挙げています。収入が得たい、役

半からのスタートで、約20人の近隣の人が受講しま

確認し連携を強化するという活動で、地域活動団体、

割を持ちたい、生きがいを得たいといったニーズの

した。竹内弘道さんと松尾はつ子さんが講師として

民生委員、ミニデイサークル、老人クラブ、町会な

存在です。氏は「残存能力によっては一般就労、福

出席、竹内伊代さんが本人参加しました。いつもそ

どを訪れネットワークの構築を進めました。自費ヘ

祉就労が可能であろう」とし、社会全体が「デイサ

うですが、本人が出席している講座はなにかいい雰

ルパー、配食業者、趣味・余暇グループ、宅配して

ービスの前に

囲気です。アロマセラピーの鈴木紀子さんとはこの

くれる商店、移送サービスなどの情報を整備した

講座で知り合いました。二葉研究所でアロマの部屋

「社会資源リスト」と「同マップ」を作成し、ケア

を開設しています。

マネを中心にサービス事業者に配布しました。「主

“就労”」という考え方をしてほし

いと訴えています。
ジョイントには週３回(10時～15時)、首都圏各地
から50・60代の人７人が参加しています。タイムレ
コーダー、朝のミーティング、活動日誌など“会社”
の体裁を取り、「広告物の折込・発送」「道路・公
園の清掃」「絵葉書･カレンダー制作」などの仕事
を行います。「地域交流」「企業見学」などの活動
も行っています。

ン＝サーンスの「ロマンス」とフォーレの「コンク
ール用小品」を演奏しました。古澤さんは12歳から
フルートを始め、武蔵野音大を卒業。各地で演奏活
動を続けています。現在は練馬区にお住まいで、年
２回の琴の鑑賞会にゲスト参加しています。

治医・ケアマネ連絡票」の使用を本格的にスタート

彩星の会７月例会
７月27日 上智大学四谷キャンパス

させ、医療機関や薬剤師会との連携を図りました。
デイサービスの家族懇談会やミニデイ連絡会などに
も出席、センターのPRに努めています。高齢者がど

６月にピック病の相談に来た大橋のKさんを糀田
香代子さんのアテンドで彩星の会にお連れしました。

んなことに困っているのかを調べ「地域アセスメン
ト」としてまとめる作業を継続中です。

その他の認知症サポーター養成講座

遂行機能が障害されているため、認知症の人は

この日のミニ講演は松本一生氏(松本診療所ものわ

南部包括支援センターの“脳トレクラブ”、西部

「手順を忘れる。違うことをする」「道具を正しく

すれクリニック、大阪人間科学大学)の「認知症介

の“介護家族の会”など、各包括独自の取り組みも

喜美枝・笠原寿子さんが講師として参加。20人出席。

扱えない」「先を急ぐ」「先に進まない」「怒る」

護家族と支援者の心のケア」。Kさんは話された事

聞かせてくれました。以下のみなさんが出席してく

▼たけのこ自主企画講座。９月19日、中目黒スクエ

など仕事の実施に多くの困難がともないます。その

例に納得することが多かったようで、しきりにうな

れました。

ア。15人参加。

ためジョイントでは①途中経過の”見本”を用意し

ずいていました。ミニ講演のなかの「留意すべき介

岡千昭・森戸典子(北部)／加瀬祐子・(東部)／内田

ておく②一区切りごとの目標を定める③目標値は少

護パターン」が面白かったので簡単に紹介します。

晋也・大塚知治(中央)／近藤奈都子(南部)／市橋博

なく設定する―などの対応をしているそうです。そ

「介護で辛い思いをしたことがない」「わたしの

の結果「作業の工夫」「相互の交歓・交流」「生活

人生は○○の介護に捧げる」「誰の手も借りずに介

リズムの復活」「配偶者の優しさの復活」などが見

護しなければならない」などと話す人は要注意。身

られたそうです。以前紹介した、町田市福祉サービ

体が悲鳴を上げていることが多いそうです。①ふら

ス協会の若年認知症デイサービス「おりづる工務

つき・たちくらみ・むかつき・めまい②身体の痛み

店」も同様の取り組みをしています。「就労・社会

③慢性胃炎、慢性膵炎、高血圧、糖尿病、免疫低下

参加」型のサービスの拡大が求められます。

―自律神経失調症などと思われやすいそうです。こ

５月の「第18回全日本ソリストコンクール」(全日

▼若年認知症サポートセンター

れをひとりで抱え込んでいると感情が押さえ込まれ、

本演奏家協会主催)で入選しました。その記念コン

新宿区新宿1-29-5-801

被害感と自己否定から介護に行き詰まるそうです。

サートが８月17日に日比谷の内幸町ホールで行われ、

家族会のような周囲とのふれあいが大切だという話

たけのこから永澤瀧雄・たか子夫妻ほか２名が応援

▼大型講座。９月27日、総合庁舎大会議室。竹内弘

でした。

に行きました。古澤さんは２部の最初に登場し、サ

道さんが出席。50人参加。

5919-4186

▼ジョイント
新宿区新宿1-32-11山口ビル３階
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地域包括支援センターとの懇談会
８月15日 定例会

5312-0644

▼出前講座。９月４日、中根住区センター和室。岡

子(西部)

全日本ソリストコンクール入賞者演奏会
８月17日。内幸町ホール
音楽ボランティアの古澤万里子さん(フルート)が、

7

７－９月の活動から
■マジック鑑賞
７月４日。大橋手品クラブ。新会長の瀧口清一さん
ほか５人のメンバーが来訪。会を指導する後藤先生も
初参加で妙技を披露してくれました。自宅療養中のボ
ランティア、平島良一さんが久しぶりに元気な顔を見
せ、マジックも演じました。
■琴の演奏会
８月１日。世田谷区の城山小学校５年・和田実也さ
んと山崎小学校５年の井戸未来さんが初参加。いつも
の石井晶子さん、山口明美さんにフルートの古澤万里
子さんで楽しい演奏会になりました。
まず、こども達と古澤さんで“童謡メドレー”。そ
してむつみさんとやよいさんが「筝体験」。音が出
た！と興奮の面持ちでした。“つち人形”、“黒田節”
などを聞き、最後は古澤さんがディズニーの“星に願
いを”を演奏。小学生二人はこの活動を夏休みの宿題
として提出したそうです。
■アロマセラピー
８月１日。英国IFPA認定のアロマセラピストで、
「ほっとするアロマの部屋・すこや香」の鈴木紀子
(としこ)さんが来訪。この日は最初とあって全員を対
象にしたアロマでしたが、以後は個人対象に“アロマ
ハンドトリートメント”をしてくれています。鈴木さ
んは協力会員にも登録しました。鈴木さんの自己紹介
(抜粋)です。
「留学先でアロマのボランティアをし、帰国後、親の
看病をきっかけにホームヘルパーの資格を取り、今年
３月までヘルパーとアロマセラピストの掛け持ち勤務
をしていました。その経験から介護者の状態が介護を
受けている人に反映されることを実感。アロマが介護
家族の負担を楽に
するきっかけにな
ればと思っていま
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 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

■アンケート調査に協力
８月15日。(株)ウェル・ケア研究所と東京理科大薬
学部健康心理学研究室が共同で行った「在宅における
薬の服用について」アンケートに協力。会への協力謝
礼3,000円を受け取りました。
■手話ダンス
９月５日。グループ・アミカのみなさんと踊りを楽
しみ、新しい手話(振り付け)も覚えました。
■ボランティア合同ミーティング
９月５日。第１と第３の音楽ボラの人員シフト、ア
ロマの運営方法、ボランティア間の連携などについて
意見を交わしました。

人人 ひと・往来
［見学］
■杉並介護者応援団の北原さんと土屋さん
７月４日。杉並介護者応援団は区内の10を超える介
護者の会に運営ノウハウの提供やボランティア派遣な
どをしています。ミニデイをスタートさせる計画があ
り、情報収集に来ました。
■練馬区役所のみなさん
８月１日。在宅支援課・紙崎修課長、認知症対策
課・木村、モデル事業調整・椎木の３氏が見学に訪れ
ました。豊玉地区で都のモデル事業「認知症地域資源
ネットワーク事業」を展開中で、「認知症家族のネッ
トワークづくり」を進めるため、たけのこのミニデイ
付き家族会を調査に来ました。
［ボランティア］
■アコーディオンの佐藤澄子さんが参加
８月から碑文谷在住の佐藤さんがアコーディオン演
奏で加わってくれました。
［入会］
■F・まさひでさん
７月18日に西部保健福祉サービス事務所の山田保健
師からの紹介で奥さんと来訪。非常に不安な様子だっ
たので、ミニデイを奥貫和丸さんに付き添ってもらい、
奥さんには交流会で詳しく話を聞きました。同年輩の
奥貫さんと男同士の話ができ、また音楽活動が心をや
わらげたようで、「胸がすっとした」と、穏やかな笑
顔になりました。東が丘在住、80歳。
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