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大田区地域包括支援センター入新井にて 2017年1月16日

地域包括支援センターが創設された当時は、月間
相談件数500件、その間にケアプランを作成する
という業務に追われていました。そうではなくて、
元気なころから日常的に包括や専門職が地域に暮
す、そういう元気な人たちとかかわる・つながる
仕組みをつくらないといけないということを考え
たのがスタートですよね。

一人一人にいかに支援ができるかということが、
もともと僕たち専門職の考え方ですが、そうでは
なくて、街全体に専門職として何ができるのかと
いう発想の転換をしなければいけない、やりだし
たときの一番の大きな障害はそこでしたね。発想
の転換でした。

協賛をしてくれる人たち、NPOや企業の人たち
と話し合っているとき、地域住民向けのセミナー
を開催しようという話になり、くそまじめな話を
したって。住民の人がでてこないよとか、来ても
らうにはおみやげとか必要じゃないのとか、そう
いう意見が出るわけです。でも、当時の自分たち
はそれをよしとしないわけです。「よかれと思っ
てやるのに、こないわけがない」とか、「自分た
ちがやるものに対して、何で低める必要があるの
か。」とか。でも、実際には発想を変えなければ
無理でしたね。その発想の転換が一番たいへんで
した。

地域と日常的につながるためには、専門職の鎧
を脱がないといけませんね。包括支援センターと
いういろいろな人たちがいる中で、自分たちはど
ういうふうに地域とのつながりを作っていったら
いいのか、理念とか、目的の共有なしにはいっ
しょに喜び合ったり、達成感を得られたりとかは
できないと思うのです。みんなが専門は違ってい
ますが、なにかをやるために力を合わせるという
ことを明確にしていれば、職種が違っても、共有
できるはずです。

＜協賛でデパートの方とつながったのはどういう
事情ですか？＞

私たちの母体は牧田総合病院という地域に根差
してもう7～８0年ぐらいになる地域密着の普通の
病院なのですよ。その病院が地域とのいろんなつ
ながりを大事にしてきたという風土はあったんで
す。

毎年の商店街でのお祭りで、若手がいないので、
牧田さんの若手の職員が来てもらえないかな、と
かいう関係があったのだと思います。

ダイシン百貨店さんというのも、大森密着で6
～70年やってきた百貨店で、もともと関係が
あったのです。協賛と言っても、最初から全然知
らないところに呼びかけたって、やってくれるは
ずがないですよね。例えば、常に使える会場って
なかなかありませんが、当時ダイシン百貨店さん
の3階の介護用品売り場に80名ほど入るスペース
があったのです。そこを無料で提供していただい
て、毎月のセミナーをやるようになりました。セ
ミナーをやることで、買い物客の人たちが、ダイ
シンさんって、こういうことにも協力していると
いうことがわかるし、終わった後、当然買い物を
して帰りますしね。そういうかたちでお互いウィ
ン・ウィンの関係になっています。

＜ 活動の３本柱の一つであるセミナーですが、
ミニ講座の講師ってどういう方がやっているので
すか？＞

「みまーも」の活動の3本柱は、ひとつは毎月
開催されているセミナー、二つ目は「SOSみ
まーもキーホルダー登録システム」、そしてもう
ひとつが「みまーもステーション」という事業で
す。みまーもステーションは、商店街の空き店舗
を改修して、商店街がコミュニティスペースをつ
くりました（アキナイ山王亭）。でも、休める場
所を作ってもそれだけではお客さんは来ないわけ
ですよ。ソフト事業をやらないといけない。
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タロットカードというのは、カードを使っての
占いということですが、日本では占いでしか使い
ませんが、本来はゲームです。トランプの発展形
がタロットカードゲームです。ヨーロッパではジ
プシーがトランプ占いをしていましたが、タロッ
トも占いに転用されて発展しました。１４世紀こ
ろヨーロッパで生まれて、１９世紀後半から２０
世紀にかけて、ロンドンでGolden Dawn（黄金
の夜明け）という市民のサロンみたいなもので研
究され、ユダヤ教神秘主義（カバラ）をタロット
に当てはめて、いまのような形になったのが
1909年で、これがベースになっています。

タロットには大アルカナというカードが22枚
ありますが、トランプのジョーカーに当たり、ゼ
ロから２１まで、小アルカナはトランプと同じで
１から１０まであります。トランプは絵札が３枚
ですが、タロットは４枚になります。 ページと
いう人物札がトランプにはないものです。これが
４通りで５６枚、それと大アリカナ22枚で７８
枚になります。

カバラは歴史が古くて、5000年以上前から
あったと言われ、自然なものに意味を持たせたと
いうことがあった。それにエジプト神話、ギリ
シャ神話、ケルト神話などのエッセンスを吸収し
て、占いに使えるようにしていった。カード自体
は新しいものですが、思想は古いものです。

タロット占いは、いま直面していることに対す
る答えやこれからどうなっていくんだろう、とい
うことについて知りたい時はとても有効です。結
婚したいけれどもできるでしょうか、という場合
はとても使いやすいです。でも、10年後結婚し
ているかしら、という、長い期間のことについて
は占星術でやることが適しています。
占いには、得手不得手があります。タロットはい
ま抱えている悩みに答えがほしい場合に有効で、
答えがでやすいし、よく当たる、と言われます。
どうして当たるのかは、私にもわかりません。何
か見えてるでしょ、と言われたりしますが、なに
も見えてません。タロット占いはカードを並べて、
それをどう読み取るかということが大事になりま
す。カードは「読む」ものす。意味をくみ取って
読む、ということです。

欧米のサイトを見ますと、私は、タロットリー
ディングをします、と書いてあるように、タロッ
トは「読む」ものです。ですから、才能が必要に
なります。間違ったリーディングreadingをする
と間違った解釈をし、ミスリード（mislead）す
ることになります。
ミスリードしないためにはセンスが必要で、セン
スがなければ、プロ失格です。本を見ながらカー
ド一枚一枚の意味はわかりますが、全体としてど
う解釈するか、ということは本を読むだけではわ
かりません。 私は、高校2年のとき、始めてタ
ロットを触りました。当時は本は売られてなくて、
カードについている英語のブックレットを読みま
したが、Readingをするためには、英和辞書では
足りなかったので、図書館で英英辞典を使って翻
訳をしていました。

タロットは欧米で作られた
ものですから、欧米文化の知
識も必要です。このカードは
喧々囂々言いあっていますが、
日本ではいいことではないと
考えられますが、欧米では
みんなで言いあっていい方向
へ行く、ということです。

日本と欧米の違いを考えて
解釈をする必要があります。
その結果、わかりにくいこと
もあります。

タロットは簡単ではありませんが、それだけに
面白みもあります。みなさんもなにか悩み事があ
る時に、一度タロット占いを試してみたらいかが
でしょうか。
では、これから、実際に占ってみたいと思います。
気になることとか、これはどうなるの、と思って
いることはありませんか？
（以下略）

澤登さん 徳田さん
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僕たち「みまーも」は、常に使える場所がほし
かった。その結びつきが、いま、東京でJR駅に一
番近い商店街の店舗で年間350講座をやるように
なりました。

いろんな講座をやっていますが、年間350講座
を４～５年続けてこられているのは、90を超える
協賛の方たちが自分たちの得意分野で講座をやっ
てくれている結果です。
みまーもステーションの事業をやるときに「み

まーもサポーター」という制度をつくったのです。
３～４年ぐらい前から参加者が100名を超えるよ
うになって、普通うれしいと思うのですけども、
なんか物足りなくなってしまったのです。

せっかく100名を超える住民のひとたちが、こ
のセミナーに来てくれているのに、住民の人たち
は参加者というお客さんでしかない。この100名
の人たちがもっとわが街で主体となれるような取
り組みができないかなと考えてステーション事業
を始めたというのもあるのです。

「みまーもサポーター」という方たちは「みまー
も」の活動に協力してくれる住民の応援団です。
いまでは100名弱のサポーターの方々がいらっ
しゃいます。８０歳以上の方もたくさんいらっ
しゃいます。これって、最高の介護予防ですよね。

「みまーも」のイベントとか講座に協力してく
れると、2時間以上1回につき500円の商店街の商
品券を差し上げています。商品券にしているのは、
商店街にお金を落としてくれることになるからで
す(笑)。

最初は参加者としてかかわっていただく。でも、
気がついたら、自分たちの眼が他者に向くように
なって、いつしかこの地域での活動に取り組んで
くれるようになる。いくつになっても、生きがい
ややりがいをわが街で見出している人って、それ
が一番の介護予防になると思います。

＜みまーもの窓口は包括支援センターがやってい
るのですか？＞

事務局は、この包括でやっています。包括とい
うところは公的なところで、なにかやらなければ
いけない場合、住民の人たちに協力をお願いする
という、ある意味で、上から下へというかたちに
なりがちです。でもそれって、住民の人たちに
とっては、また新たなお願いが増えてくることに
なるじゃないですか。

それもやりましたけれども、実際にはあえて、
少し距離を置きながらやってきました。その特徴
的なことが「みまーもサポーター」というかたち
でやってきたことです。

高齢者見守りキーホルダー
「外出先で突然倒れて救急搬送されてきても、
身元を証明するものを何も持っていないことが
多い。」という救急隊の方の経験から生まれま
した。 キーホルダーの両面には包括の

電話番号と個人のＩＤ番号が
書かれています。包括では、
連絡を受けると、すぐ対応が
できるのです。
このキーホルダーのおかげで

安心して外出でき
るようになったと
いうことです。

私たちも、ここまでで来るのに、10年かかっ
ているのです。大事なのはここまでできたという
ことを、自分たちで整理しないといけないことだ
と思います。

2年目のときにキーホルダ—をやり始めた。 3
年の節目ではステーション事業というものをはじ
めた。1年1年、ここまでできた、じゃ、次はどう
するか、どういうふうにしていこうか、というふ
うに、最終目標である気づきのネットワークと対
応のネットワークをしっかりつくろうという目標
に向かってやってきました。

ひとつだけ言えるのは楽しさがないといけませ
ん、そうしないと新たな人ははいってこないわけ
ですよ。だからこそ、いろんな分野のネットワー
クができることによって、徳田さん（ライフ出版
社長）の「みまーも」の本の題名ですけど、『地
域包括ケアに欠かせない多彩な資源が織りなす地
域ネットワークづくり』につながるのですね。多
様な人や組織が関わることによって、取り組みも
多彩で多様で楽しいおもしろい事業が出来るわけ
です。

（右ページ上へ続く）

（左ページから続く）

「モモと時間泥棒（モモ：ミヒャエル・エンデ
（岩波書店）」という本を読んだことがあります
か？ 包括の人ほどあれを読んだ方がよいと思い
ますよ。気づかないうちに大事な時間を時間泥棒
に奪われているんですよ。

共感の中からしか主体は生まれない。いま、生
活支援コーディネーターが作らなくてはいけない
のは地域の人たちの主体性なんですよ。そこを見
ずして何をつくろうとしているんですか、という
ことなんだと思うのです。そのように思いながら、
これまでやってきました。

私たちの目標は、「気づきのネットワーク」と
「対応のネットワーク」という二つのネットワーク
をつくることによって、見守りネットワークという
ものをこの地域につくっていこうということです。
「みまーも」の組織は、ゼロからはじまっているの
で、最初の段階から既存の組織と一緒にやることに
よって私たちの方がぶれてしまう可能性を感じたの
で、距離を置きながら、必要な部分での連携という
ことはさせてもらいながら、やってきました。
みまーもサポーターというかたちでそういう人に声
をかけてつなげていった。それを継続していけば、
最初は月に４～５人だったとしても、50人100人
になってくるわけですよね。

テーマ 参加費用 主催・問い合わせ

4月1日 (土)

4月5日 (水)

4月6日 (木)

4月8日 (土)

4月15日 (土)

4月21日 (金)

4月24日 (月)

4月25日 (火)

4月27日 (木)

マッサージ教室
（外反母趾対策）

主催者までお問い合わせ
ください。

篠山(しのやま）
090ｰ9694-5884

シニアに最適：ノルディックウォーキング
（参加無料）

主催者までお問い合わせ
ください。

なりきよ(みたか・みんなの広場）
☎080-1362-5359

みたか・認知症家族支援の会
石村  ☎080-6627-355119:00～21:00

日本ﾀﾛｯﾄｶｰﾄﾞ占術協会 副会長
ミスティ・ローザ

 ☎080-1362-5359（なりきよ）

毎週火曜日

HumannLoop"人の輪 "　竹内
☎090-7632-7251

三鷹科学遊びの会
石村  ☎080-6627-3551

わくわくサポート三鷹 霧島
☎0422-45-8645

みたか・みんなの広場　なりきよ
☎080-1362-5359

　リレートーク  高齢者と歯の健康
（根元　祐子さん :ふれあいデンタルｸﾘﾆｯｸ院長）13:30～15:00

親子で楽しむ科学あそび   「ストロー工作　その１」
（１家族２００円、３家族８人まで、要・電話申し込み,）

13:30～15:00

タロット占い：自分自身を見つめ、あしたの自分に進むために
3,000円/30分（毎月第３土曜日、前日までに予約）

みたか・認知症家族支援の会
石村  ☎080-6627-3551

みたか・みんなの広場　なりきよ
☎080-1362-5359

般若心経カフェ：インドでお釈迦さまが始められた仏教を中心に
仏教全般を考えます。（毎月第２土曜日500円）

開催日時

みたか・みんなの広場 鈴木
☎080-1022-2281１5:00～16:00

中村
080-650７-195911:00～18:00

鉄ちゃん、集合！　私は乗り鉄、あなたは、撮り鉄？
中学生以下100円、大人３00円（毎月第１土曜日）

13:30～15:00

10：30～12：00

シニアの働き方を考える
（要予約）

茶話会「これからのいろいろを話しましょう」
　（毎月第３木曜日）

みたかオレンジカフェ 認知症、高齢者介護なんでも相談
無料（毎月第1水曜日）

足もみ健康法(リフレクソロジー) ～感じよう！あなたの身体～
30分  2000円 ～ (予約優先)（毎月第1木曜日）

無料

13:30～15:00

お休み

14:30～16:00

夕どきオレンジカフェ・みたか 認知症、高齢者介護なんでも相談
無料（毎月第４火曜日）

毎週土曜日
10時

みたか・みんなの広場
三鷹市下連雀4-5-19


