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自宅で、歯医者さん
口を開こうとしない、"グィーン"という機器の音を恐
がる、車椅子で入れる医院がない、など歯科診療は認知
症の人には敷居の高いもののひとつです。義歯が破損し
たので、"自宅で歯医者さん"を体験してみました。
コールセンターに電話して予約すると、歯科医と歯科
衛生士がペアで来訪しました。ダイニングテーブルに
ポータブル機器を準備し、本人と話をしてリラックス。
それから歯と歯ぐき、義歯の具合などを入念にチェック
しました。破損した下の義歯を接着剤で接合し、かみ合
わせを何度か調整してこの日は終了。１週間後に本調整、
さらに１週間後に再度、具合を確認して完了です。
その他の費用(交通費、駐車料など)はかかりません。
すべて保険診療です。これからは年に何回か健康チェッ
クに来てもらうことにしました。訪問歯科の紹介は歯科
医師会へ。電話 3719-8203

■自己負担費用(1割)
医療保険
介護保険
6月18日 1,610円
1,150円(6月分)
6月25日
950円
7月 2日 1,030円
750円(7月分)
合計
5,490円
※自己負担費用は年齢により異なる

自宅で行えるものに「在宅療養マッサージ」がありま
す。医療保険適用で医師の指示書が必要ですが、１回30
分程度で、施術料は約300円です。「膝のこう縮(曲が
り)」「足のむくみ」「手指の血行」など、目的を決めて
利用するといいでしょう。
こうした訪問型の医療サービスを介護保険の訪問サー
ビスと組み合わせて利用することを考えましょう。「外
の空気」を入れることは精神面の健康維持にもよいと思
います。

報告 三浦半島旅行

雨は止む、止む
城ヶ島

ん、青木さんは早々にベッドへ、残
りは深夜まで尽きぬ話に盛り上がり
ました。
快晴の城ヶ島を散策

９月28・29日、13人で三浦半島のバス旅行
を楽しんできました。三崎のマグロや三浦の
野菜をたっぷり味わい、温泉でリラックス。
天候にも恵まれ、幸せ気分の二日間でした。

２日目はいうことなしの行楽日和。
朝食のバイキングでも三崎のマグロ
を堪能、ロビーの朝市でお土産を買
い込みました。
10時にホテルを発って城ヶ島を目
指しました。「県立城ヶ島公園」の
展望台はぐるり360度の大パノラマ。

11時15分、総合庁舎南口玄関前に集合

ペリー公園とペリー記念館

９月28日(火)は前日からの雨と寒さが残るあいにく

くりはま花の国から少し走ったところ、久里浜港に

の天気。総合庁舎南口には保健予防課と地域ケア推進

臨んでペリー提督にちなんだ「ペリー公園」がありま

課のみなさんが見送りに来てくれました。介護タクシ

す。ペリーの久里浜上陸を記念して、1901年(明治34

ー営業初日の宮下三千男さんも駆けつけ、にぎやかな

年)に建てられた“ペリー上陸記念碑”をバックに記

見送り風景になりました。

念撮影しました。巨大な一枚岩に伊藤博文の手になる

11時半出発。ドライバーはマイクロバスが福山さん、

「北米合衆国水師提督伯理上陸紀(記)念碑」の碑文が

リフト付福祉小型バスが片桐さん、気心の知れたメン

彫られていました。“伯理”とはペリーのことです。

バーです。目黒通りから第三京浜に入り、横須賀道路

公園の奥にある瀟洒な二階建ての「ペリー記念館」は、

を南下するころには雨も止み、南の空に明るさが広が

昭和62年に、横須賀市制80周年記念として建てられと

ってきました。佐原ＩＣで高速を降り、「くりはま花

ありました。今年は竜馬ブームで来館者が多いのだそ

の国」で遅めの昼食をとりました。

うです。

くりはま花の国

チェックインして、まずは温泉

箱根の山、伊豆半島、大島、そして
房総半島まで一望です。伊豆方面を
背に記念写真を撮りました。彼岸花
が見頃、猛暑で例年より１週間ほど
遅いようです。迫力があったのはトンビのホバリング。

と、歌集『雲母(きらら)集』の余言に書いています。

下の海岸から公園のてっぺんまで急上昇・急降下、そ

４時過ぎに目黒区総合庁舎に無事帰着。今回は酷暑

して空中にピタリと止まったかのような姿を間近に見

の影響で体調の戻らない人がいて、例年より参加者が

ることができました。足の達者な人たちは、安房崎灯

少なく、経費も少し高めになってしまいました。でも、

台のある岩場まで降りて海の感触を楽しんでいました。

元は取れた内容にはなったんじゃないかな。来年はど
こへ行きましょうか？

マグロのずけ丼と北原白秋
城ヶ島の港でお昼をとってから、お土産ショッピン
グ。発泡スチロールの箱に干物を満載し、次に城ヶ島

コスモス、未まだ開花せず

長引いた猛暑の影響で、コスモスの開花はゼロ。９

３時半過ぎに「マホロバマインズ三浦」にチェック

月４日から始まっている“コスモスまつり”は開店休

イン。本館と新館あわせて600人が泊まれる大型ホテ

業状態です。「お花畑でランチ」の思惑は大ハズレ。

ルです。客室はすべてリゾートマンションの造り、キ

園内を運行する“フラワートレイン”も運休なので、

ッチンと冷蔵庫がついています。11階の海側を３部屋、

仕方なく入り口付近のベンチでお弁当を広げました。

房総半島と三浦半島が同時に臨めるオーシャンビュー

この頃には青空が広がり、温度も上昇、ぽかぽかの陽

です。部屋割りのあと、一番大きな1101号室に集合。

気になってきました。

横尾さん提供の新潟のお酒を味わいながら歓談し、交

大橋下の北原白秋記念館を訪ねました。
♪ 雨は降る降る 城ヶ島の磯に･････

名曲「城ヶ

島の雨」は大正２年に芸術座音楽会のために作られた
ものだそうです。伊代さんと同い年ですね。白秋は大
正２年５月から翌年の２月までの９ヶ月をこの地で過
ごし、「私の一生涯中最も重要なる一転機を画した」

替で下の温泉へ行きました。
今回の旅行の決算です。
宴会個室で和食のコース

参加費
その他
合 計
宿泊代
車両代
その他
合 計

夕食は６時から[諸磯]で和食のコース。三浦三崎の
マグロを中心に、地場の野菜も豊富にあしらった会席
料理です。付いてくれたおねえさんが介護経験のある
人で、親身に世話をしてくれました。
食後は再び1101号室へ。ツインルーム３室に20畳の
リビング、そしてキッチン、バス、トイレ、ドレッシ
ングルームという大きな部屋なので、睦さん、伊代さ

残

221,000
7,150
228,150
97,285
120,000
4,722
222,007
6,143

@17,000×13人
寄付、前回繰越

※残金は次回の旅行に繰越。
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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2日

album

8月20日

七夕飾りをバックに大橋手品クラブの
マジックショー。

新しいボランティアさんも加わって、
カレンダー作り。

♪
♪
♪

♪
8月6日

♪

9月3日
音楽の時間。「炭坑節」の振りに挑戦。
掘って、掘って、また掘って･･･。

♪

♪♪
9月17日

琴の演奏会。みんなで輪唱も。

練馬区のボランティアグループ、ＮＨＫの記者、
ステップアップ講座の受講生と、千客万来の一日。

♪

♪
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トピックス

東京でも
認知症疾患医療センター設立の動き
国は平成20年度から国庫補助事業として、「認
知症疾患医療センター」の整備を進めています。
「認知症の専門医療」「かかりつけ医との連携」
「患者の相談対応」などを総合的に行う中核機関
のことで、全国で150カ所ほど作る計画です。整
備は一向に進んでいませんが、そんな中、認知症
疾患医療センターを「基幹型」と「地域拠点型」
の二重構造にしようという熊本県の取り組みが注
目されます。
☆認知症疾患医療センターの熊本モデル
基幹センター
地域拠点への支援・指導
高度専門診断

Ａ

Ｂ

Ｃ

Ｄ

地域拠点センター
専門医療相談
診断と初期対応
地域支援体制の構築

東京都は「(仮称)東京における認知症疾患医療
センターのあり方検討会」を設け、今年度中にも
医療機関の指定を目指すとしています。

認知症サポーター養成講座
7月8日 区総合庁舎２階大会議室
区主催の一般区民と区職員対象の大型講座です。
竹内弘道さんが「家族会から伝えたいこと」のパ
ートを担当しました。100人が受講。

認知症サポーター出前講座
７月13日 青葉台・エーザイ会議室
認知症薬アリセプトの製造メーカーであるエー
ザイの城南コミュニケーションオフィスの社員向
けの講座で、30人が参加。竹内弘道さんが家族会
の活動について話しました。

認知症による運転免許の取り消しの状況
7月15日 警察庁の発表
警察庁は昨年６月に導入した免許更新時の「認
知機能検査」の１年間の実施状況をまとめました。
この検査は75歳以上に対して行われます。
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39人が医師による認知症診断で免許取り消し処
分となり、自主返納を含め112人が免許を手放し
ました。
国立長寿医療センターは「認知症高齢者の自動
車運転を考える」というマニュアルを作っていま
す。アルツハイマー病、ピック病など疾患別に10
の事例を紹介し、家族の対応方法を記しています。
認知症を疑われる人が運転を継続したいと思って
いるときの対応として、「同乗してチェック」
「家族で話し合い」「主治医や警察・免許センタ
ーに相談」などと書かれています。免許証や車の
キーを取り上げる方法、取り上げた後の「荒れ」
に対する接し方などには触れていません。これと
いう解決策がないことをうかがわせます。

コミュニティカフェ あおば オープン
７月16日 青葉台一丁目アパート
めぐろ認知症サポーターズクラブが運営する、
新しいかたちの高齢者の交流スペース“コミュニ
ティカフェ あおば”が誕生しました。新装なっ
た青葉台一丁目アパート(旧都営住宅)の１階集会
室を利用し、毎月第３金曜日の午後に開催します。
サポーターズクラブは昨年の認知症サポータース
テップアップ講座の受講者が結成したグループ。
将来はいろいろなスタイルの高齢者・介護者支援
の活動を計画していますが、まずはコミュニティ
カフェからのスタートです。
□コミュニティカフェ あおば
開催日：毎月第３金曜日 午後１時半～３時半
場 所：青葉台一丁目アパート集会室
参加費：100円

認知症サポーターステップアップ講座
８月―９月連続開催
昨年に続いて、認知症サポーターを対象にした３
回シリーズの「ステップアップ講座」が行われま
した。
▼第１回

８月６日
テーマ

認知症の理解を深める
▼第２回

北田信一
グループホーム代表

８月27日

介護家族の理解を深める

▼第３回

講師

小野寺敦志
国際医療福祉大学院准教授

９月４日

認知症を地域で支える

牧野史子
アラジン理事長

参加者は30人。交流ワークショップを含む３時
間の講座です。受講者は随時、たけのこの見学
に訪れる予定です。

地域包括支援センターとの懇談会
８月20日 中目黒スクエア２階和室

▽中央
７月に介護者交流会実施

来年から定期化

若年認知症介護の全国連絡会が設立総会
９月19日 新宿・東京在宅サービス会議室
若年認知症は働き盛りの人が直面するだけに、
本人の苦悩、家庭への影響など深刻な問題が多く
存在します。しかし、国や自治体の救済対策は進
んでいません。
若年認知症サポートセンターの宮永和夫さん(
ゆきぐに大和病院)を中心に、「全国若年認知症
家族会・支援者連絡協議会」の設立準備が進めら
れ、約30の団体が集結。第１回の全体会を行いま
した。たけのこも参加しました。
□アピール要旨
・若年認知症専門の行政窓口と担当者の設置
・職場(就労)、施設、サポートなどの環境整備
・家族への経済的・心理的支援の実施
・福祉・社会保障などの充実
・人的支援の充実

認知症の人や高齢者の見守り事業、介護者支援
の体制などについて話し合いました。
１月にスタートした「見守りめぐねっと」は、
気がかりな高齢者を地域の人たちでゆるやかに見
守っていこうというものです。包括支援センター
を司令塔に警察・消防・郵便・宅配・配達などと
区民の連携を進めています。８月にはＰＲキャラ
クター“まもりん”も誕生しました。

各地域での活動も以下のように報告されました。
▽北部
・北部介護者交流会 木曜午後
・コミュニティカフェ あおば 第３金曜午後
▽東部
・７月に介護家族交流会実施 来年から定期化
▽南部
今年度中に介護者の会を結成 秋から学習会
▽西部
・西部介護者交流会 第３木曜午前
→ 自主グループ化へ
・見守りモデル事業
約20家族のマンツーマンの見守りを実施中

９月28日、ミヤ介護タクシーがスタート
宮下三千男さんが介護タクシー事業を始めまし
た。たけのこ旅行の日が営業初日でした。
■ミヤ介護タクシー 電話 090-3331-5573
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7－9月の活動から
■七夕飾りで大橋手品クラブ
７月２日。いつもの中村常司・前川雅代・前田充康
さんに加え、瀧口清一会長が久々の登場。
■琴の鑑賞
８月６日。山口明美さんひとりで、宮城道雄の「祭
りの太鼓」、民謡「島原の子守唄」、八橋検校の「六
段」を演奏。小学唱歌メドレー「たこたこあがれ・ゆ
うやけこやけ・一番星みつけた・竹の子一本おくれ・
ほっほっほたるこい・かごめかごめ・ひらいたひらい
た・かくれんぼ・うみ」の後、みんなで「ほたる」の
輪唱にチャレンジ。
■包括支援センターと懇談
８月20日。北部・矢口佳代子(ケアマネ)、東部・加
瀬祐子(社会福祉士)、中央・田原勝善(主任ケアマネ)、
南部・白井みゆき(保健師)、西部・玉谷明美(看護師)
のみなさんと地域ケア推進課の西尾さんと阿武さんが
出席。

■家族とボランティアの検討会
９月３日と17日。ひとり一人のケーススタディを実
施。本人に関する家族とボランティアの視点を突き合
わせて、最近の状態と対応の方法を話し合いました。
それぞれ異なる見方や感じ方が提出され、活発な意見
交換ができました。

人人 ひと・往来
［取材・調査］
■東京都在宅支援課のみなさん
７月２日。室井豊課長と市川純子・荒井俊哉・佐々

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
・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

木あおいのみなさん。「東京における認知症疾患医療
センターのあり方検討会」の設置についてのヒアリン
グに訪れました。
■早稲田大学大学院の横瀬利枝子さん
７月17日。人間総合研究センターの客員研究員。
「認知症の夫を介護する妻」の研究調査中。
■ＮＨＫの佐々木望さん
９月17日。文化福祉番組部で「福祉ネットワーク」
を担当。「クローズアップ現代」の参考にするため調
査取材。
［見学］
■中央町のＨさん夫妻
８月６日。４月23日に妻だけで相談に訪れ、この日
初めて夫を同伴。９月３日にも再訪。
■大田区の木原さん
８月６日。宮下三千男さんのヘルパー二級講座の仲
間。母の介護中。
■練馬区の介護者支援連絡会のみなさん
９月17日。練馬区でも区の後押しで介護者の支援を
するサポーターの養成中だそうです。今回、３人のサ
ポーターが見学にみえました。
■ステップアップ講座受講生のみなさん
９月17日。目黒区主催「認知症ステップアップ講
座」の受講生７人が手伝いに来てくれました。
［ボランティア］
■安達公子さんと中辻淳子さん
７月２日。社協の募集に応じて参加。ともに介護経
験者です。

これからの予定
■スケジュール変更
平成23年１月は第３週と第４週の２回開催となりま
す。時間はいつもどおり。
23年１月21日(金) 第１・第４集会室
１月28日(金) 第１・第２・第３集会室
■２月18日の学習会
国際医療福祉大学院准教授・小野寺敦志氏の講演。
テーマは「認知症の人と家族、それぞれの接し方」。
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