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「たけのこ」というコミュニティ
４月から会員制度を改めました。たけのこの会員およ
び支援者の現状は下表のとおりです。
■たけのこ活動者の構成(11年８月)
人数
家族正会員
個人正会員

15家族
・33人
12人

支援会員

18人

会員計
レギュラー

63人
12人

スポット

支援者計
合 計

４団体
・20人
32人
95人

備考
在宅 ７家族
施設 ８家族
卒業生 ９人
その他 ３人
卒業生 ４人
その他 14人
サポーター ８人
音楽ボラ ４人
手品／大道芸／
手話ダンス／琴
その他個人

ほかに地域ケア推進課、保健所、包括支援センター、
社協の人たちが常時関わっています。会報「たけのこ広
場」は250部発行し、上記以外にも区の福祉関係部門、
医療・介護関係者、オピニオンリーダーなどに読まれて
います。
介護を終えてなお、たけのこにとどまっている人たち
(＝卒業生)は個人会員と支援会員を合わせ13人に上りま
す。個人会員は例会やイベント運営の中核メンバーとし
て現役を支えています。これからは個人会員の活動内容
についても議論していくことが求められます。「認知症
の家族を支える」ことに加え、自らの老後の人生をより
確かな充実したものにしていく。たけのこを、そのため
のコミュニティ活動として考えていくことが必要であろ
うと思います。

報告 箱根旅行

芦ノ湖を海賊船で航海
９月28日(水)と29日(木)に、
12人で快晴の箱根の秋を楽しん
できました。今年度で閉館にな
る区の保養所で最後の温泉を楽
しみました。

海賊船の船内でご機嫌の睦さん

箱根湿生花園

船をバックに
芦ノ湖の海賊

発達した湿地へと順に植物を見て回れるように設計さ

たけのこの旅行としては二度目の箱根です。３年前

夕食は懐石コース

とはメンバーが様変わりしていて少しさびしい思いも
しましたが、９月28日(水)11時に目黒区総合庁舎南口
を出発。まずは海老名パーキングエリアを目指しまし
た。マイクロバスのドライバーはいつもの福山さん。

町立箱根湿生花園は低地から高山へ、初期湿地から

くり温泉で汗を流しました。

海老名PAでメロンパンに殺到

芦ノ湖の海賊船とロープウェイ
２時40分、箱根町の乗船場から海賊船に乗り込みま

観光スポットや食事どころの情報をしっかり提供して

した。海老名で見かけた、賑やかなタイ国の観光団と

くれました。

ここでも一緒。元箱根に寄航して湖尻・桃源台までの
40分の船旅です。

れています。途中に池もありマスと思われる魚も見て

６時に夕食。“閉館”を惜しんでか、ウィークデイ

取れました。園内をゆっくり一巡し、割引券をもらっ

にしては多くの利用客で食堂は賑わっていました。３

たソフトクリームを食べて、しばらく休息しました。

年前は貸しきり状態だったのに･･･。それでも最後ま
で食堂に居たのはたけのこのご一行様。

飲茶で昼食

食後は各自の部屋でくつろぎ、早くに床につく人も

12時に御殿場インター入り口近くの名鉄飯店で飲茶

あれば、11時過ぎまで酒盛りをしていた組もありました。

ランチの昼食。飲茶にしてはびっくりするほどの量で、
食べきれずに持ち帰りのパックにしてもらいました。

桃源台からは箱根ロープウェイで大涌谷へ。硫黄の

１時半にレストランを出発。途中、海老名PAで小休止

臭いが火山の雰囲気を強めます。目の前に大きな富士

して３時半に目黒区総合庁舎に帰着しました。

山。でもくっきり見えなかったのが残念。ここでは名

二日ともこれ以上ないほどの快晴に恵まれ、美しい

物の真っ黒“温泉玉子”をほおばりました。１個100円。

箱根の秋を満喫しました。

４時前に強羅の目黒区保養所に到着し、まずはゆっ

■今回の旅行の決算です。

参加費

12時に海老名PAで持参のお昼をとりました。そのあ
と評判のメロンパン（１個260円）に殺到。これは
“別腹”のようでした。脇を見ると180円の夕張メロン
パンもありましたが、こっちは見向きもされませんで
した。
ゆっくり休んでから次の目的地芦ノ湖へ。
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夕食ではお酒もちょっぴり

箱根湿生花園をゆっくり巡る
２日目は９時半に保養所を出発。ススキの群生地、

その他
合計

6,143
94,030

車両費

115,000

その他

した。ススキは盛りには少し早いようでしたが、風に

合計

＠18,000×12人
前回繰越

222,143

宿泊代

台ヶ岳を抜けて仙石原の「箱根湿生花園」に向かいま
揺れて見事でした。

216,000

20,555
229,585
△7,442

会から補填
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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15日

8月5日

♪

9月3日
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琴の演奏会。証城寺の狸囃子を大合唱。

album

♪

♪
♪

9月16日
いろはかるたとお手玉遊び。
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トピックス
南麻布ホッとネットの認知症懇談会
７月28日 港区南麻布包括支援センター

全体会が開催されました。たけのこを含め19団体・27
人が参加、熱心な討議を行いました。来年１月には群
馬県前橋市で「若年認知症フォーラム」を開催する予
定です。

港区南麻布包括支援センター主催の認知症介護者支
援の会で、竹内弘道さんがたけのこの事例を話しまし
た。介護家族とサービス事業者が参加。

開催日
参加者
登録ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ

北部
第２木曜 13時
３～10人
３人

南部
第４水曜 13時
３～５人
７人

東部・中央・西部は９月５日の区報で募集を行い、
10月から11月にかけて「介護者の学習・交流会」と
「応援ボランティア講座」を開催し、12月のスタート
を目指します。これにより毎週、区内のどこかで介護
者の会活動が行われることになります。
水曜日

木曜日

金曜日
たけのこ
(午前)

１週
碑文谷保健
センター・
すずらん
(午後)

２週

目黒保健所・
すみれ(午前)

北部包括
(午後)
３週
４週

東部包括
(午後)

西部包括
(午前)

南部包括
(午後)

中央包括
(午後)

たけのこ
(午前)

今後はたけのこや保健所主催の会を含め、８つの会
のネットワーク化が課題となります。まずは５地区の
包括支援センターの会で活動する応援ボランティアの
連絡会を３ヶ月ごとに開催し、活動の進め方などを話
し合っていくことにしています。

全国若年認知症連絡協議会の全体会
９月10日 首都大学東京 荒川キャンパス
全国若年認知症家族会・支援者連絡協議会の第３回
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竹内弘道
８月19日早朝に母が97歳の生涯を閉じました。
在宅ターミナルの準備に入って１年。ゴールは
まだ１年は先だと思っていました。想定とは少
し違った「ターミナルの１年」を考えてみます。

地域包括支援センターとの懇談会
８月19日 中目黒スクエア２階２・３会議室
区内５地区での介護者の会づくりについて話し合い
ました。
地域ケア推進課と包括支援センターは12月には５地
区すべてで、家族介護者が気軽に集まれる場としての
「介護者の会」を稼動させる計画です。北部と南部の
会はすでに昨年から活動を始めています。

ターミナルを振り返る

フレックスタイムのデイに変更
サービス付き高齢者住宅
10月から登録開始
高齢者住まい法による“サービス付き高齢者賃貸住
宅制度”が10月からスタートします。
この新型高齢者賃貸住宅は次のような特徴を持って
います。
１．安否確認・生活相談サービスが完備
２．入居一時金・更新手数料は不要
３．約15畳のバリアフリー個室、キッチン･トイレ付き
食堂・リビングルーム・洗濯室などの共用スペース、
来客用室などが設置され、清掃や買い物代行など有料
サービスも付いています。デイやホームヘルプなど介
護保険サービス事業所を併設することが促されている
ので、介護が必要になっても安心というわけです。家
賃・食材費・共益費などで月13万円程度、介護保険の
自己負担を含めても「厚生年金受給者なら無理なく払
える範囲」(国交省)とされています。
特養はいつ入れるかわからない、有料老人ホームは
高すぎるという人たちにとって選択肢が増えたことは
間違いありませんが、都心でどの程度登録マンション
ができるのかは不透明です。

“介護中カード”を全国に広げよう
認知症の人と家族の会
静岡県で実施されている「介護中表示カード」を全
国に広げようという取り組みが始まりました。
介助のため男性トイレに入らざるを得ないという女
性、妻の下着を買いに行くのが気が引けるという男性
介護者などが周囲の目を気にせずに介護できるように
とのことで発案されました。静岡県での成功を受けて
家族の会が全国に広げようという運動を始めました。
このマークが全国に浸透し介護しやすい「やさしい社
会」になることが期待されています。申し込みは80円
切手を同封して下記へ。
160-0003 新宿区本塩町8-2 住友生命四谷ビル 認知
症の人と家族の会東京都支部 介護マーク係

昨年８月に10年間通った認知症デイから小規模
多機能のデイに替えました。フレックスタイムに
応じてくれたからです。11時朝食、13時デイの送
り出し、20時帰宅という生活パターンになりまし
た。夕食もデイで取り、パジャマに着替えて帰宅、
そのままベッドへという生活です。小規模多機能
では泊まり（ショートステイ）もほとんど希望ど
おり取れたので助かりました。

終末期の自然経過とは･･･
９月になり右ひざが拘縮（こうしゅく＝曲が

食事もうとうとしながらになりました。
１月から日赤の創傷センターで月一度、じょく
創の治療を開始。２月に要介護５に区分変更し、
じょく創対策のベッドや車椅子クッションなどを
導入。じょく創治療の抗生剤で、下痢の問題も出
てきました。しかし、じょく創処置でかかりつけ
の診療所とデイサービスとわたしの関係が密にな
り、多面的に見守る体制ができました。仙骨部の
傷は完治し、ほかの部位も快方に向かってきまし
た。夜間せん妄もめっきり減り、これから数ヶ月
が低位安定状態だったように思います。

やつれ、そして微熱

り）のため90度以上に伸びず、立位が取れなくな

４月に入り食事量が減り“やつれ”を感じるよ

りました。自力での義歯の装着が困難になり、は

うになりました。６月中旬から微熱が続き、７月

みがきを拒否することも出てきました。10月の日

19日に40度の発熱でＭ病院に入院。２週間は抗生

記に「口を開け、顔がゆがむ」「終わりの始まり

剤と栄養剤の点滴、とろみ食の生活。８月初めに

か？」という記述があります。

退院し、自宅療養を順調にこなしました。18日か

10月下旬の“介護なんでも文化祭”で、年に

らデイサービスに復帰し、夕飯の“うな玉丼”な

150例以上の「在宅死」に立ち会うという訪問専

どほぼ完食。「また明日」と職員に声をかけて帰

門医と長時間のセッションをしました。彼は「終

宅したのに、翌早朝、気付かぬ間に息を引き取っ

末期の自然経過」として３つのポイントを挙げま

ていました。

した。①食事が徐々に減り、②眠る時間が徐々に

チームの全員が最終局面までに、まだ半年や１

増え、③動く距離が徐々に短くなる。やがて「た

年はあると思っていました。９月からは訪問診療

んがからむ」「手足がむくむ」という症状が出て

も契約して備えていたのに「あれ」っという、あ

くる。そうしたら食事量を調節する勇気が必要だ。

っけない最期でした。

赤ちゃんはミルクから離乳食、普通食と食事量が
増えていくが、その逆と思えばいいと。

小さな悔恨はありますが、ターミナル期の“心
がまえ”に間違いはなかったと思います。想定し

認知症の終末期にはその３点に「関節の拘縮」

ていた「寝たきり」の状態を前に、［いよさん］

と「じょく創（床ずれ）」を加えたいと思います。

はこの辺を「いい塩梅」にしようと逝ったようで

じょく創増え、せん妄減る

す。

11月になるとレベルがガクッと落ち、衣服の着

「あまり痛みや苦しみを感じることなく、ろう

脱は全介助、排泄介助も一人では困難になりまし

そくの火が消えるように」という、認知症の最期

た。じょく創が常態化。終日“眠り姫”状態で、

を実感した１年でした。
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人人 ひと・往来

7－9月の活動から

［取材・調査］

■七夕と手品
７月１日。大橋手品クラブのみなさんが七夕飾りを
バックにマジックの数々を披露してくれました。

■東京女子医大看護学部４年の猪脇一美さん
８月５日。認知症の在宅介護について訪問調査をし
たいと訪れました。ご自身も祖父へのかかわりを通じ、

■琴の鑑賞
８月５日。山口明美さんと石井晶子さんの合奏「み

家庭と病院での認知症ケアのあり方に問題を感じ、介

だれ」「愛唱歌メドレー」でスタート。その後、

護者の心のあり様を研究テーマにしたそうです。近

「しゃぼん玉」「とんぼのめがね」「夕やけこやけ」

藤・土屋・堀内の３人が後日の訪問インタビューに協

をみんなで歌いました。最後は「証城寺の狸囃子」を、

力しました。
その後、８月19日と９月２日にも再訪。

♪負けるな、負けるな～と大合唱。

［見学］

■包括支援センターと懇談
８月19日。北部から田中所長と主任ケアマネの矢口

■横浜市の須永洋美さんと五十嵐裕子さん

さん、東部は内野看護師と社会福祉士の佐藤さん、中

８月５日。横浜市で「親を介護する娘」の会を設立

央が社会福祉士の内田さん、南部は白井保健師、西部

しようとしています。たけのこの運営ノウハウを勉強

が玉谷看護師、そして地域ケア推進課の西尾さん・阿

しにきました。

武さん・齊藤保健師が出席。

■中町のＡさん
８月５日。アルツハイマー病の妻の介護のヒントを

■家族とボランティアの検討会
９月16日。睦さんときくさんの最近の様子を家族と
サポーターの視点を突き合わせて情報交換しました。
太田優枝さんから以下の報告がありました。
・カレンダー作り

症状の進んだ人が増えたので作業

得るために、目黒保健所の紹介で来ました。
■福祉事業団の実習生のみなさん
８月19日。目黒区社会福祉事業団に就職予定の３人
が実習のため中央包括支援センターの内田さんの引率

は無理に進めず、お話し中心で行なっている。

で来ました。

・手品・琴・音楽など

［逝去］

難しい動きや曲には反応でき

ないことがある。個々に反応できやすいこと(音・動
き・雰囲気など)をうまく汲み取っていくことが必要。

■竹内伊代さん
８月19日。早朝に自宅で息を引き取りました。前日
までデイサービスに通い、夕食もしっかり取っていま
した。97歳の天寿をまっとうした最期でした。

これからの予定
■２月17日の学習会
国際医療福祉大学院准教授・小野寺敦志さんの講演
と質疑応答です。

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

たけのこ

たけのこＨＰ 検索
たけのこホームページURL
http://takenoko.kazekusa.jp/
e-mail
takenoko＠kazekusa.jp

