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第５回 市民リレートーク
テーマ
「１人でも１人じゃない」
＊さわやか財団でさまざまな福祉活動支
援に携わってきた鈴木さんに、長年の活
動の経験を踏まえて、高齢者福祉につい
てお話いただきます。
トーク

元さわやか財団
鈴木寿子さん

開催日時
10月20日（月）午後1時30分
～3時30分
場
所
みたか・みんなの広場
参加人員
20名（申し込み順）
参加費
200円（お茶代）
申し込み なりきよ
☎０８０－１３６２－５３５９

【第６回市民リレートーク】
テーマ 「人生のしめくくり」
トーク
醤野 良子さん
「自分の死を考える会」主宰・看護師
開催日時
１１月24日（月）１３時３０分～
場
所
みたか・みんなの広場

みたか・認知症家族支援の会
認知症や高令者介護で悩むご
家族の 「なんでも相談の場」。毎
月第１火曜・第３木曜(ボランティア
センター)・第４金曜（オレンジカ
フェ：当広場）
☎ ０８０－６６２７－３５５１ 石村
http://mitakanfs.blog.fc2.com/

三鷹市医療と福祉をすすめる会
医療・福祉の相談事業、研修・
学習会や、医療機関とのネット
ワークの緊密な連携を目指してい
ます。
☎ ０４２２－４４－４９６２ 駒林

認知症予防＆回復運動 「安心院プロジェクト」
先日、テレビで紹介された、安心院（あじむ）プロジェク
トが福岡県の介護情報誌「HappyHappy]に掲載されていま
す。
◎予防活動を始めて３年後、１８人中1６人が軽度認知障害
から回復！
大分県宇佐市安心院地区の 高齢者グループ「安心院けん
こうクラブ」。ここにはそれぞれ毎週火曜、木曜、金曜に
集まる高齢者の会があります。週に 一度の活動は、自主的
に企画したミニ旅行や料理作り、運動などが中心。一番の
特徴は、何 よりもご本人たちの自主性を重視し、活動のす
べてを参加 者同士が話し合いながら進め るところです。
2004年から福岡大学と 連携し、旧安心院町ではじまっ
たこのプロジェクトは、前号でもご紹介した通り《7年間で
軽度認知障害から認知症への 進行が対照と比べて5分の1
と減少、大多数が健常化》という成果を修め、現在宇佐市
内 の 11 グループが同様の予防活 動を実践しているとのこ
と。 NHKのテレビ番組『ためしてガッテン』で大きく取り
上げられたこともあり、安心院にはマスコミ取材や全国の
自治 体からの視察申し込みがとても多いそうです。
◎成功を共有する体験が認知症撃退の直結
『安心院けんこうクラブ』の モットーは、「計画し、実
践し、結果を出す。そのために自分で 考え、自分で守る、
自分で努力 する」こと。数品目の品々をすべて熱いうちに
おいしく食べら れるよう、手順良く時間内に… 頭と手をフ
ルに使う料理は「計 画～作業～成功した結果を全 員で楽し
む」というプロセスが 認知症予防に最適だといわれ ていま
す。この日のミーティン グでも「14 人分でお米は何合炊
くか」にはじまり、熱い議論が交わされました。 「話のま
とめ役、会計、諸届け書類づくり、提出。責任重 大でぼけ
る余裕なんてないですよ！」と、リー ダーの衛藤さん。 他
のメンバーもそれぞれの得意分 野を活かし、チー ムワーク
はお見事の一語です。

【
今 月 の言葉 】
日本 で超高齢者社会 （
六 五歳以上 の人 工
が 二〇％ 以上）にな ったと言われた のは、
二〇〇７年 で、 それからもう十 五年 以上が
経過しま した。そ の間、 問題提起はされ て
きた のでし ょうが、 いまだ に有効な手立 て
は打 てていな いよう です。もち ろん、根本
的な解決と いう ことにな ると難 しいと思 い
ますが、打開策 のひと つでもあれば と思う
のですが、 それも見当たらな いよう です。
認知症は、対象者が 一千万人と言われる
ようになり、 大きく 取り上げ られるように
なりま したが、高齢者は 二千 五百万人以上
です。
高齢者 問題が 難 しい のは、高齢者 でな い
方はご自身が 高齢者 にならな いと気が 付か
な いし、また考 えたくもな い問題あ るから
で、 これは 「死」 の問題と同じ構造 です。
高齢者 の問題は、個人 の問題 ではなく、
社会 の問題 です。社会 の問題 の解決 の当た
る のは、 行政 の役割 ですが、 行政官 であ る
官僚や市役所職員たちは、 いずれも 「
高齢
者 ではなく」、また退職後 の生活も保障さ
れ ているから でし ょうか、ど うも高齢者 問
題には積極的 でな いように思え てなりませ
ん。
今後は、高齢者 問題を社会 問題と して提
起 していく必 要が あ ると思 っています。
では、 問題提起を行う主体は誰な ので
し ょうか、 それは高齢者自身 でし ょう。
これから高齢者 の主体 で
あ る六十歳台 の方は、ご自
身 の社会的役割と して、ま
た、ご自身 のためにも でき
る ことをや っていただける
だけ で、社会が 変わ ってく
ると思 います。
必 要な ことは 日常的な意
識づ け です。そ のために で
き る ことが あれば や ってい
きた いと思 います。 （Ｎ）

あずましの輪
誰もが参加できる「いっしょにご飯
たべましょ」という集いの場です。
三鷹市井口４－３－１太陽荘１０３
号
☎０４２２－３０－９１９０
ＮＰＯ法人Humanloop‘人の輪’
http://humanloop.web.fc2.com/

みたか・みんなの広場運営協議会
三鷹市下連雀3-16-18

第４回市民リレートーク
「実務家が語る介護の真実」
風の里介護センター 野月接子さん
こんにちは。
昨年３月まで三鷹市牟礼で「デイサービスと
宅老所」をやっていました。現在は高齢者の自
宅に伺う「訪問介護」とシニアカフェを営業し
ています。今日は、事例として、８０歳女性
Tさんの話をさせていただきます。
事例その１
世田谷のマンションで次男と同居。息子さん
は朝早くから夜遅くまで働いているので、実際
は昼間独居生活です。夫の看病後、体調を崩し
て栄養失調と水分不足などが重なり、動くこと
ができなくなりました。一年以上風呂にもはい
らず、ソファに座ったまま一日を過ごすことに
なったのです。息子さんが両腕で抱き抱え何と
か朝夕のトイレだけは連れて行ったそうですが、
どうしたら良いかわからずに困っていました。
二年前に亡くなった父親の書類を捜し、当時の
ケアマネージャーに連絡をとり、私どもにつな
がったのです。

「グループリビング・みたかの家」
内覧会のお知らせ
毎週金曜日13：30～15:00
内部をご覧いただきながら説明会を行います（無料）
連絡先：「みたかの家」
Tel＆Fax 0422-26-8770

事例その２
都営住宅に住む５９歳女性Ｎさん 古い団地
なのでエレベーター無
１０年位前から発病 若年性アルツハイマー
病 当時長女１９歳、次女１７歳 週二回の半
日デイサービスと週一回の１日デイサービスを
利用している。

朝訪問すると、下着姿で敷きっぱなしの布団
の上で正座してたり、着替える事が分からない。
デイサービスの迎えにくる時間や行くことも忘
れる。帰って来ても部屋が分からず、他の部屋
のチャイムを鳴らし、ドアを叩く。コーヒーが
好きで、瓶一本を数日で飲んだり、砂糖がわか
らず塩をいれたり、ジャムの瓶が一日で無く
なったりすることもある。
若年性アルツハイマーは身体は元気なので、
訪問すると１１月なのに男物の半そでTシャ
徘徊が始まると目を離せない。初めて訪問した
ツと短パン姿で動けずにおりました。２人がか
時にお聞きしたことは、いつも履いている靴の
りで立たせると便と尿が垂れ流し状態。「どの
中に電話番号を書いているかどうか？
くらいこうしていましたか？」と息子さんに聞
という事でした。最近一万人以上の認知高齢者
くと、３～４日位との返事でした。その場で医
が行方不明になっています。衣服は脱いでしま
師、看護師、ケアマネージャー、福祉用具員、
うし、バックやかばんは置き忘れてしまうし、
ヘルパー、家族が話し合い〔ケア会議〕を行い、
靴が一番発見が早いです。
以下のように決めました。
①一日４回訪問し、足を洗う、②食事を毎回
今後も地域で高齢者の生活や行動を見守って
作り食べていただく、③夜間もオムツ交換と体
いただきたいと思います。ありがとうございま
位変換をする、④週２回の入浴をする。
した。
今年の春頃には、部屋の中を歩けるまでに回
介護サポーター養成講座
復しましたが、長い間椅子に座っていると「む
講座日：10月9日（木）～9/16/23/27日（全４回）
くみ」が出て、表皮が薄くなった足は裂けてし
13:30～15:30
まうのです。リンパ液が絶えず流れるので、９
会 場：ボランティアセンター２階会議室
月からベッド上での生活になりました。
講 師：井の頭地域包括支援センター
足を毎日洗うので包帯をたくさん用意してい
対 象：介護予防サポーターとして地域で活動で
ます。洗濯後の包帯は本人に
きる方、元気な高齢者を増やす地域活動をして
巻いてもらいますが、体調の
みたい方
良い時悪い時の巻き方が違い
講座内容：①介護予防とは ②制度の理解 ③
ます(写真参考)。
ワークショップ ④活動見学または実習
現在は特別養護老人ホーム
受講料：無料
待ちです。
体調が良くないときの
申込方法：介護予防教室「チームさくら」
包帯の巻き方
TEL&FAX 0422-41-6158

住所；三鷹市下連雀4-5-19
ｅ-ﾒｰﾙ glmitaka@live.jp

「グループリビング・みたかの家」は、高齢になっても住む人とＮＰ
Ｏが協力し、安心で充実した暮らしを実現することを目的につくった完
全バリアフリーの建物です。
今現在、健康で気力も充実して、私はまだまだ大丈夫と思って生活して
いる方が大勢いらっしゃいます。でも、60歳を超えたころから、今日
のあなたは明日のあなたでいられる保証は失われてゆきます。
長年使い続けた肉体にガタがきていないはずはないし、心だって同じ。
ストレスやダメージがすごくこたえるようになります。
よく「家族や周りの人に迷惑をかけたくない」と、みなさん口になさい
ますが、迷惑をかけたりかけられたりが当たり前。人生はお互い様だと
思います。かける迷惑を少なくする暮らしの工夫が大切なのではないで
しょうか？
私たちは、病院や施設を考えるほど不自由になる前から、高齢者同士が
一緒に暮らして、足りない部分は補い合い、折り合いをつけながら徐々
に心を通わせて親しい関係を築き、いざというときに備える。そんな生
活の場として「グループリビング・みたかの家」を作りました。
新しい試みで敷居が高いかもしれませんが、これからどんどん変わる
医療制度や介護制度を上手に活用するためにも《文殊の知恵》が必要で
すし、《孤独・孤立》とは無縁の生活は、心を生き生きと保ち、最後ま
で自分らしい生き方を貫くために役に立つと思います。
立地としては、病院や治療院、包括支援センターが近くにありますし、
交通の便にも恵まれています。
また、「みたか・みんなの広場」には、私たちの暮らしを支え
協力してくれる仲間たちもいますので、国や自治体が推進する
在宅医療が安心して受けられます。

居場所づくり活動
みたか・みんなの広場
毎月いろいろなサロンを開始をして
います。
三鷹市下連雀3-16-17
☎０８０－１３６２－５３５９ なりきよ
あずましの輪
誰もが参加できる「いっしょにご飯
たべましょ」という集いの場です。
三鷹市井口4-3-1太陽荘103号
☎０４２２－３０－９１９０
ＮＰＯ法人Humanloop‘人の輪’
あなたの居場所 さとうさんち
６月１０日午前１０時～午後３時
三鷹に居場所をつくるプロジェクト
三鷹市上連雀2-7-5
☎０９０－５８１９－５２３４ 黒須
ラ・ターブル
ランチタイムメニュー
洋プレート1,000 円 和プレート
1,000 円
その他コース料理など 2000 円～
(要予約)
三鷹市井の頭5-16-1
☎0422-41-1273

「起きて半畳寝て一畳」とは行きませんが、共用設備が整っていれ
ば、暮らしに必要な個人のスペースは、8畳か9畳あれば十分ではな
いでしょうか。また、「遠くの身内より近くの他人」です。「シン
プル・イズ・ベスト」、本当に必要なものだけを身の回りに置いて
軽やかな暮らしに変えませんか？
施設ではありませんから、ご家族やお友達の訪問・宿泊も自由です
し、お元気な間はお仕事や趣味の会などへのお出かけ、ボランティ
ア活動などへの参加もこれまでと変わらずに出来ます。
勇気を出して、この新しい「我が家」での暮らしへ一歩を踏み出し
てみませんか？
ＮＰＯ法人HumanLoop・人の輪

募集中：みたか・みんなの広場の活動に参加していただける方
ＮＰＯ法人グレースケア機構
住み慣れたところで豊かな暮らし
をいつまでも！家事から介護、通
院、観劇、趣味、旅行まで幅広い
ケアを提供しています。
☎ ０４２２－７０－２８０５ 柳本
http://g-care.org/

シニアの活動と
高齢者への支援
の両立を目指して
います。参加者を募集しています。
ＮＰＯ法人日本シニアジョブクラブ
☎０８０－１３６２－５３５９ なりきよ
http://jsjc.web.fc2.com/

みたか・みんなの広場の場所
三鷹科学遊びの会
遊びの中でサイエンスの考え方を身
に着けよう」という提案・活動です。毎
月第４金曜に当広場で（ママと子ども
の科学あそび）。各小学校や図書館
などでも実施。
☎ ０８０－６６２７－３５５１ 石村

