
福祉を支援する企業を目指して

株式会社
福祉の街代表取締役会長

安藤幸男

民間事業者として歩んだ

●1980年　日本で最初の介護専門会社設立
「家族の会」が発足したのが1980年１月、同
年の６月に、私は介護専門の株式会社「福祉の
街」を創業しました。
1973年から老人福祉施設経営に関わっていた
私は、特別養護老人ホームでは、健康で衛生的
な生活のためとして、週２回以上の入浴が定め
られていますが、在宅から入所してきた方から
「１年ぶりの入浴だ」「２年ぶりだ」という声が
多いことに驚き、何とか在宅でもさっぱりした
入浴が出来ないものかと考えていました。
また、当時は本人・家族の特別養護老人ホー
ム利用料負担は無し。その上、敬老の日には専
売公社からタバコが無料で配布される、県知事
からは慰問品まで届く等、年金での生活が主体
の在宅に比べ、施設では生活の全てが公費で賄
われ、年金は手をつけず残り、在宅との格差は
歴然でした。
高齢になり介護が必要になっても、家族の声
が聞こえる“住み慣れた我が家”、友人・知人
のいる馴染みの地域で、一日も長く生活出来る。
そんな在宅介護を何とか充実出来ないものだろ
うか…施設と在宅の格差を痛感した私の在宅介
護への思いは、ますます募りました。
1977年、私が経営に関わっていた施設所在地

の10市町村による広域組合で、「欽ちゃんの24
時間テレビ」から入浴車の寄贈を受け、在宅の
高齢者を対象とした入浴サービスが開始される
ことになりました。
当時は男性の介護職員がほとんどいなかっ
た事もあり、私のホームで働いていた男性介護

職員が入浴サービスのオペレーターとして広域
組合へ転職しました。このサービスが全国に広
まってくれれば、在宅の高齢者も入浴でさっぱ
りして生活が送れると期待して、その職員を送
り出しました。
１年後、かつての同僚に入浴事業の状況を聞
きに行き、いわゆるお役所仕事に愕然としまし
た。１日の入浴利用者数が２人、多くても３人
という事だったからです。入浴１人当たりのコ
ストは５万円を超える額になっていたと思いま
す。これでは、いくら入浴車が無料でも、広く
普及することは難しい。そう思った私は、これ
を民間企業で行えば、同じ費用で数倍の方に入
浴サービスをお届け出来ると、青春をかけ開設
した特養ホームを辞し、在宅介護の拡充を願い、
民間企業での在宅介護事業に踏み切りました。
創業の準備中、近所の農夫から「幸男さん、

今後は何をするの？」と尋ねられたので、「寝
たきりの方に入浴を届ける仕事です」と答えま
すと、「何も寝たきり老人の尻を洗わなくても、
他に仕事はありそうなものだ」と言われました。
当時の在宅介護を象徴している言葉として、今
も心に残っています。

●創業数年はないないづくし
当時、福祉は行政が行うものという意識が強

く、役所に営業に行っても「福祉で金儲けをす
るのか！」「福祉を食い物にするのか！」等々、
対応は冷ややかなものでした。創業はしたけれ
ど仕事の依頼がなく、連日役所に在宅介護の必
要性、民間企業の効率性を説く日々が続きまし

新連載
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金沢市に、本
部、新潟県・富
山県・福井県・
石川県支部から
31名が集まりま
した。

共通議題の「全
国本人交流会の地域での開催について」は、富山県支部
からサポーターとしての長年の経験と、そこで集う楽し
さの他、財政的な問題もあると、頑張ってやってこられ
た世話人さんの報告がありました。

支部議題「地区会を身近なところで」では、新潟県支
部の佐渡地区の様子や、石川県支部の能登地区で始まり
つつある行政とのタイアップ型の報告がありました。「認
知症カフェ」では、富山県支部の山本雅英・きみ子夫妻
の報告、福井県支部からは始めたいが、どう取り組むか？ 
など、熱心に、また富山弁の柔らかい響きなどに笑いを
交えて、忌憚ない意見交流が出来ました。
 （石川県支部代表　井沢恵美子）

東近江市で
開催。髙見代
表の挨拶から
始まり、48名
の参加者が全
国共通議題「全
国本人交流会
の地域での開催について」意見交換しました。各支部の
活動内容、人員、場所などについてそれぞれの事情がわ
かり、今すぐの開催には結びつかないが、本人が交流す
ることの意義は大変大きいので前向きに検討していきた
いことを強く感じました。

懇親会後の2次会では、「家族の会」の原点「会員獲得
について」参加者の入会の動機や人を誘う「勇気」がい
るなど、それぞれの熱い思いをお聞きしました。

二日目は滋賀県支部からの提案議題「会報について」
話し合いました。事前アンケートから掲載記事が思うよ
うに集まらない共通の悩みがあるが、読みやすい会報を
届けようという意気込みも伝わりました。特に和歌山県
支部がおかれている事情がわかり、応援しようという機
運が盛り上がりました。それに答えるように「がんばり
ます」という和歌山県支部世話人さんたちの力強い声を
お聞きして終了しました。 （滋賀県支部代表　青木雅子）

た。
創業２年目、このまま仕事が無ければ

会社の存続も出来ない、しかし、在宅に
は入浴したくても出来ない高齢者が大勢
いることは事実。そこで宣伝をしてみよ
うと、なけなしのお金で読売新聞埼玉版
に広告を出すことにしました。ところが、
入浴サービスなどとは聞いたことが無い
と、広告会社担当者が県の老人福祉課に
確認したところ、県では「福祉を民間企
業が行うのはいかがなものか」と回答し
たようで、広告は掲載出来ないと断られ
てしまいました。それならばと、今度は
新聞社へ手紙を書きました。「福祉の街」
が、在宅で入浴出来ない高齢者に敬老の
日を記念して９月の１ヵ月間、無料で入
浴サービスを行うということを貴紙愛読
者に知らせてほしいという内容でした。
すると新聞社から「入浴サービスの写真
はないか」との連絡、急いで畑にいた父
をモデルに写真撮影して新聞社へ送付。
翌日の新聞に写真入りで「福祉の街」が
紹介され、３日間電話が鳴りっぱなしの
状態となりました。
受信順で県内各地約100名の方々へ入
浴を届けました。その後、本人・介護家
族の喜びの手紙と掲載紙を手に、各市町
村高齢福祉主管課へ在宅介護の充実をと
訪問しました。
こんな活動が、民間企業が受け入れら
れる元となりました。　　
� （つづく）

安藤幸男（あんどう・ゆきお）
プロフィール

・1942年12月生まれ。
・ 73年に社会福祉法人武蔵野ユートピアダイアナク

ラブの設立に参画し、特養老人ホーム施設長を経て、
80年埼玉県で（株）福祉の街を設立。

・ 81年、「家族の会」埼玉県支部発足に参画、今日まで
事務局長を務める。92年から2013年まで本部役員、
理事を歴任（04年からは常任理事）。

・ 98年に、埼玉県在宅福祉事業者連絡協議会発足に参
画、会長に就任し現在に至る。

・ 02年「民間事業者の質を高める」全国介護事業者協
議会発足に参画し、副会長を４期務める。

地区会などの取り組みについて
忌憚ない意見交換

各支部の活動を知る
熱い二日間

北陸ブロック会議� 6月28日・石川県

近畿ブロック会議� 6月21日〜22日・滋賀県
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会員さん

からの

お便り

香川県・Ｙさん　女

胸ときめいた
　　恩返しの一日

青森県・Ｉさん　50 歳　女

大好きな母さん、
また行きます

主人は認知症でショートステイにお世話
になっています。
ある日の午後４時頃、自転車に乗ってこ

られた88歳のおじいさんが、私、長男、次
男が仕事をしている前で手帳を何度もめ
くっていました。近づくと、帰る道が分か
らなくなったと。一人住まいで子供さん達
は県外に住んでいるとの事。さっそく長男
が手帳を見せてもらい、民生委員さんの電
話番号を見つけ、みんなひと安心。自転車
で２時間の距離でした。民生委員の方と連
絡しあって、次男が車に自転車を乗せてお
じいさんを送って行きました。
長男曰く「お父さんはもっとみんなに迷
惑を掛けてきたのだからこの位のことへっ
ちゃらだ…」「恩返し、恩返し…」と言いな
がら仕事にとりかかりました。この日の長
男、次男を頼もしく思い、私も久しぶりに
胸がきゅんとなった一日でした。
翌日、息子さんからお礼の電話がありま

した。

たと言っていましたが、昨年の10月頃から
は人との会話、テレビドラマの内容が分か
らなくなったと言っていました。
2年位前から、何を食べても美味しく

ないと言って食べず、油で揚げたものや
ジュース類はなんでも食べていました。
私が思っていたより言葉の記憶が失われ

ていくのが早いと感じ、不安になっていま
す。

認知症の母は老健に入所してから半年以
上。面会に行く度にいろんな母に会えます。
家にいた時と今、違うところが２つありま
す。１つはどっぷりと認知症になり、被害
妄想がなくなって楽しそうにしている事。
２つ目はそんな母は私をわからなくても、
ほほえみながら話ができ、帰り道がつらく
なくなった事。
大好きな母さん、また行きます。

新潟県・Ｓさん　66 歳　男

進行が早く不安

65歳の妻は１年前、意味性認知症と診断
されました。
最初は人の名、物の名が出てこなくなっ

東京都・Ｗさん　49 歳　男

介護保険制度の後退は
してほしくない！

政府は介護保険の改訂を強引に実行しよ
うとしていますが、それはおかしいし許せ
ないと思います。消費税8％とそれ以外で
も家族負担が大きくなるのに、次は10％と
する事もほぼ決まっている状態の中で介護
家族は…と考えてしまう。
強い者は生き残れて、弱い者は死ねと
言っているのと同じと思いますし、格差社
会がもっと大きく広がってしまうとも感じ
ています。介護保険制度は今の時代、最低
限度守らなければいけないと思います。本
人の為にも、家族の為にも。
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福島県・Ｏさん　61 歳　女

体調を崩してしまいました
大分県・Ｙさん　59 歳　女

悲しそうな顔の父

一人身でのご両親の介護、大変な心中お
察しします。
父の介護に専念しようと私は52歳で退職

しました。多忙な時期で引き継ぎもままな
らず、また、老犬２匹の介護と重なり、約
２年後に父も２匹の犬も亡くなり悲しい思
いを体験しました。
当時は母もデイサービスや訪問のサービ
スを受けてくれたし、私も乗り切ったつも
りでしたが、退職うつ、介護うつ、喪失感
などで体調を大きく崩したことがありまし
た。
この春、88歳の母は特養に入所でき、罪
悪感を持つこともありますが、やはり私は
気が抜けたようで少し体調を崩してしまい
ました。一人身の私には、障がい者の兄妹
（施設入所）がおり、同じように年をとり、
日々焦りを感じます。
多くを望まないように、好きな山歩きや

畑仕事などをして自分のため心の癒しを求
めるようにしています。

「胃ろう」のお便りを読んで涙が出ました。
在宅介護中の認知症の父が誤嚥性肺炎を

おこし入院しましたが、バタバタと状態が
悪化し、寝たきりとなり経口摂取が不可能
となりました。「延命処置は希望しません」
と誓約書にサインしましたが、鼻腔栄養
チューブでの注入をやめる（看取り）の決
心がつかず、結局胃ろうをお願いしました。
最初は嚥下訓練、リハビリ等していただい
ていましたが、効果なしと言われ退院とな
りました。現在要介護５にて介護施設にお
願いしています。
瞳と手が少し動くだけ、20本以上自歯が
残っています。父の耳元で「せっかく歯が
あるのに食べる事も、話す事もかなわない
で何の楽しみがあるのかなあ？」と聞くと
悲しそうな顔をします。こちらの言ってい
る事は時々わかる父の顔を見ていると「こ
れで良かったのか？」と自問自答している
自分がいます。

ぽ〜れぽ〜れ6月号「胃ろうのお便り」を読んでぽ〜れぽ〜れ6月号
「早期退職したものの…」を読んで

〒 602-8143 京都市上京区堀川通丸太町下ル
京都社会福祉会館内〈「家族の会」編集委員会宛〉
FAX.075-811-8188　E メール  office@alzheimer.or.jp

お便りお待ちしています！

鳥取県・Ｉさん　60 歳　女

家族の理解がほしいです

岡山県・Ｔさん　65 歳　女

20 年前は…離れて暮らしている実母をグループホー
ムに入所させました。一人暮らしなので安
心はしましたが、まだまだ自分の事はでき
ますし、かわいそうな気がします。もう少
し、地域の人が暖かく見守ってくれたらな
あと思います。
グループホームでは体操をしたり、会話

をしたり、楽しんでいるようですが、やっ
ぱり我が家でみてやりたいです。
子どもの都合で一緒に暮らしてやれない

間もなく義父の七回忌。13年の介護も思
い出の中では案外短い。記憶も少しずつぼ
やけてきた。
今は他人の認知症のことを聞いてもピン

とこない。20年前はまだ偏見も強く、今ほ
ど情報も入らず、閉塞感が強かった。

のが残念です。もう少し、義母や主人の理
解がほしいです。明日は我が身なのに…。
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支部だよりにみる

●初めての行方不明
79歳の妻、要介護２を看ています。徘
徊についてはいろいろ経験があります。
一昨年、二人で城崎温泉へ行った帰り、
城崎駅で京都行きの特急列車を待ってい
た時、妻がトイレに行くというので連れて
行って待っていましたが、いつまで経って
も出てこない、慌てて探し始め、警察にも
連絡して、大雨の中を探し回ったのです
が、なかなか見つかりませんでした。
２時間余り後に見つかったのは、大阪行
きの特急列車の中でした。途中駅で降ろし
てもらい、私はそこまで迎えに行って無事
に帰ることができました。初めての行方不
明経験で、見つかるまでは生きた心地がし
ないほど心配しました。トイレの反対側の
出口から出たと思うのですが、どうやって
無賃乗車できたのかはわかりません。
これ以降は絶対に妻の手を離さないこと
にして、いつも手をつないで歩いています。
近所の人たちは「なんと仲の良い夫婦！」
と言ってくれますが…。

●続く行方不明
もう一度は昨年、真冬の寒い深夜のこ

と。隣に寝ているはずの妻がいないことに
気づきました。いつからいなくなっていた
のかわかりません。パジャマ姿ですが、幸
いいつも持って出る手提げ袋を持って出て
いました。その中には携帯電話が入れてあ
ります。携帯は使える時も使えない時もあ
りますが、万一の時を考えて持たせていま
した。
その携帯に「どうか出てくれ！」と、何
度もかけ続けましたが、なかなか出ません。

あきらめかけていた何十回目かについにつ
ながりました。寒さと不安に震えて泣きそ
うな声でした。「そこはどこ？　近くに何
が見える？」と聞くうちに、ある病院の近
くにいることがわかり「そこを動くな」と
言ってタクシーで駆けつけました。場所は
動いていましたが、見つけることができ、
親切な運転手が車内を最高の温度にして
冷えきった体を温めてくれました。トイレ
がわからず、仕方がなかったのでしょう、
下半身は濡れてしまっていました。何時間
歩いていたのかわかりません。
その後も、デイサービスに行っている日

の午後、警察から「奥さんを保護している」
と電話があり、何のことか一瞬わかりませ
んでしたが、迎えに行ってみると、デイか
ら勝手に出てタクシーに乗り、行き先がわ
からないので交番に保護されたのです。
まだまだしっかりしているようでも何が
起こるかわかりません。とにかく私はいつ
もべったり一緒。手をつなぎ、見失うこと
のないよう心がけています。お蔭でその後
行方不明にはなっていません。

●墓参り
昨年の今頃はちょうど熊本に二人で行っ

ていました。これは「家に帰る」「母親に
会いに行く」という訴えに毎日悩まされ、
納得させるため妻の親の墓参りに連れて
行ったのです。城崎のことがあったので緊
張続きの４日間でしたが、無事に行くこと
ができました。その時の墓前の写真を見せ
ることで、何とか「母が生きている」とい
う症状を治めることができています。

「片時も目を離さない、手をつなぐこと」
　　　　　　　　　　　　　　京都市・伏見区　山崎良昭

132
北

南
から

から
京都府
今回は

京都府支部版
（2014年6月号）
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●6月25日の分科会
・支給限度額について──支給限度額を超えて
利用している人の介護の実態を理解する必要が
ある。「家族の会」は当面、要介護4、5の人は
限度額超過分についても全額自己負担ではなく
利用できるようにすべきであると要望しており、
そのような配慮によって在宅介護の励みとすべ
きである。
・ケアマネジメントについて──1．介護保険給
付実務を地域包括支援センターの業務から外し、
地域での生活を支援するという本来の役割を十
分に発揮できるようにすべきである。2．ケアマ
ネジャーによるサービス利用にいたるまでの相
談支援に介護報酬を認めるべきである。この2
点意見を述べました。
・2015年制度改正後の要介護認定について
希望する人が必ず要介護認定を受けられるよ

うにすべきであると厚生労働省に意見を求めま
したが、各地域包括が適切に対応するとの回答
に止まりました。
●7月23日の分科会
・特別養護老人ホームについて
要介護3以上に限定することに反対する署名

の成果も紹介し、そのような限定をしなくても
済むように、積極的に整備を推進すること。加
算等の内容を含め利用者にわかりやすい簡潔な
報酬体系に改めること。入所が要介護3以上に
制限されれば、要介護認定において適切な結論
を出す必要性が高くなる。要介護認定のあり方
について検討してほしい。以上の点を、厚生労
働省と各委員に要望しました。
また、「プライバシーに配慮した多床室」につ
いては、低所得でも入れる個室を原則とすべき
である。「多床室の室料徴収」には賛成できない、
と意見を述べました。
発言のタイミングなども考え、必要な意見を

必ず述べるよう努力しています。

介護給付費分科会レポート ❷
田部井理事の

「要支援」の人のヘルパーとデイサービスが、介護
保険から外され市町村の地域支援事業に移されるこ
とになりました。関係者の危惧する声を紹介します。

2000年に介護保険制度がスタートした時、「介護
の社会化」と「自己決定に基づき自己選択するサー
ビス」が提唱され、福祉制度の大改革と言われま
した。2008年の改正で予防重視型のシステムへ転
換され、同時に地域包括支援センターが新設され
ました。2015年の改定では、要支援者の訪問介護
（以下ヘルパー）と通所介護（以下デイ）を地域支
援事業に移行することになります。
地域包括支援センターでは、要介護状態への進行

を予防し安心して暮らしていただくため、要支援者
の介護予防プランの作成と実施をしてきました。し
かし、医療介護総合確保推進法の成立で、15年度
からは要支援者へのデイとヘルパーは介護保険制度

から切り離され、地域の支え合いなどのインフォー
マルサービスも、中心にしていくことになります。
高齢者を支えるには、まず生活基盤の安定が必
要です。生活上の困難は買物に行き難い、掃除が
出来ない、長い距離が歩けないので受診や薬をも
らいに行けない等が増えていくことです。ヘルパー
が週に１回１時間来て、困難になった家事や薬とり
などを手助けしてくれれば、健康な生活が維持出
来ます。デイで運動や人との交流でのおしゃべりや
昼食で気分も変わり、また頑張れます。高齢者が
ヘルパーの訪問やデイを利用するのは国の介護保
険制度だから安心して受け入れます、インフォーマ
ルサービスの場合は何を根拠に安全性や専門性を
図ればよいのでしょうか。高齢者をターゲットにし
た巧妙な詐欺が横行している時代に、選択肢が余
りにも危うすぎます。そのようなサービスだからと
利用しなくなると社会的孤立や要介護状態への進
行が増えてくるのではと危惧します。
社会福祉や介護保険制度は過去と比較しても充

実してきましたが、昨今の流れは介護保険制度誕
生以前の自助努力と家族介護重視に戻ろうとして
います。

聞いて
　国民の声を

新連載 1
地域包括支援センター職員　恒岡知津江

危惧・「要支援」の市町村事業への移行
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「ケアでつながる地球家族」「ケアでつながる地球家族」
国際交流委員会発国際交流委員会発

■イギリスのアルツハイマー親善大使

イギリスのトレバーさんは現在72歳。2001年に脳血
管性認知症の診断を受けましたが、認知症の地域ケア推
進のために大活躍しています。今年5月に開かれた国際ア
ルツハイマー病協会プエルトリコ会議にもイギリスのアル
ツハイマーソサエティの親善大使として参加し発表やス
ピーチを行いました。
「私たちは、認知症に理解のある社会に向かう旅の途中
です。前に進むためには、燃料が必要です。燃料となる知

識や情報を分け合いましょう。私たちは、細い路地のよう
なところから出発しましたが、今は高速道路を走っていま
す。行く手を阻むものはなにもありません。私の大切にし
ている3文字はCAR、つまり、Care（ケア）Assist（支援）
Respect（尊敬）です。人生を目いっぱい楽しみましょう！
できることをどんどんやりましょう。認知症という病気よ
り一歩先んじて冒険にチャレンジしましょう！」
（ADI機関紙「グローバルパースペクティブ」2014年6月号）

会場で出会ったトレバーさんに声をかけると「呼んでく
れたら日本にもすぐ行っていっぱい話すよ」と元気な返事
が返ってきました。
� （国際交流委員　鷲巣典代）

イギリスの巻

６月10日、牛久市で県内初のオレンジカフェを開催
しました。担当者は数ヵ月前から準備を始め、牛久市
の広報に開催案内を掲載、社協からも多大な協力をい
ただきました。当日の様子は、「カフェで交流深める」

という見出しで茨城新聞にも掲載されました。
介護施設職員の方から参加者のご本人の一人につい

て「人見知りする方で、知らないところでは飲食をし
ないのですが、お花が一杯飾ってあり、和やかな雰囲
気がよかったのですね」とうれしい言葉をいただき、
思わず「是非来月もいらしてくださいね」と‼

茨城県
支部和やかな雰囲気でカフェ大成功

６月に入り美しい紫陽花が咲き始めたころ、介護者
交流会（食事会）を行いました。平成22年７月から始
めた本会も46回目となり、参加者も徐々に増え、お互
いを思いやったり、冗談を言ったりできる仲間になっ

てきています。
毎日、介護されている中、悩みやご苦労もあり、食

事会の間だけでも、ほっこりされたり、笑っていただ
きたいと世話人は願っています。
「お昼のひと時、みんなでランチを食べに行きませ
か?」と支部会報で参加を呼びかけています。

和歌山
県支部ランチを食べに行きませんか！

昨年10月に開店した住吉・ミックスカフェも早や
８ヵ月。空き家状態で荒れていた家の周りもすっかり
変わりました。木を伐り、庭を掘り起こして種を蒔き、
苗を植え、花が咲き、野菜が大きく育つのと同時進行

で住吉地区の井戸端会議の拠点へと成長しました。
利用者やご近所の方の特技を生かしての協力もあり

ましたが、ワイワイガヤガヤと野菜談議に花を咲かせ
る熟年マダムのパワーも大きかったのでは…。
そして、カフェの日に合わせて毎月第３火曜日には

若年性認知症のつどいも別室で開かれています。

徳島県
支部ワイワイガヤガヤの熟年マダムのパワー

岐阜県支部では、地区会の活動が盛んで、７月も
10地区でつどいを開催。大野町では4月からつどいが
始まり、今回の参加者は老老介護を心配している娘さ
んとご両親の３人。旦那様は田や畑仕事をしながら奥

様の介護を続けておられます。
奥様から何度も同じことを聞かれると怒ってしまう

など、自宅での介護生活の様子を話されました。「こ
こへ来てよかった」と涙を流して「また来月も来ます」
と言って帰られました。「つどい」は町の広報で紹介
されるなど、今後の活動が期待されています。

岐阜県
支部期待される地区会のつどい
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宮城◉9月4日㈭・18日㈭�午前10:30〜
午後3:00／翼（本人・若年）のつどい→
泉社会福祉センター
埼玉◉9月24日㈬�午前11:00〜午後1:00
／若年のつどい・大宮（北区）→地域包
括支援センター�諏訪の苑
◦9月27日㈯�午前11:00〜午後3:30／若
年のつどい・越谷→越谷市中央市民会館
千葉◉9月28日㈰� 午後1:00〜4:00／若
年のつどい→県社会福祉センター
神奈 川◉9月28日㈰� 午前11:00〜午後
3:00／若年期の本人・家族のつどい→

ほっとぽっと
富山◉9月6日㈯ 午後1:30〜3:30／てる
てるぼうずの会→サンフォルテ
岐阜◉9月21㈰ 午前11:00〜午後3:30／
各務原市のつどい→ニッケかかみ野苑
◦9月28日㈰�午前11:00〜午後2:00／岐
阜市のつどい→アルト介護センター長良
静岡◉9月9日㈫�午前10:00〜午後1:00／
若年性のつどい→富士市フィランセ
愛知◉9月13日㈯� 午後1:30〜4:00／元
気かい→東海市「しあわせ村」
滋賀◉9月10日㈬�午前10:00〜午後2:00
／ピアカウンセリング→成人病センター
職員会館
鳥取◉9月24日㈬�午前11:00〜午後3:00
／中部にっこりの会→倉吉市・かふぇと

まと
◦9月27日㈯�午前11:00〜午後3:00／西
部にっこりの会→米子市・カフェわだや
広島◉9月13日㈯�午前11:00〜午後3:30
／陽溜まりの会広島→中区地域福祉センター
◦9月27日㈯�午前11:00〜午後3:30／陽
溜まりの会西部→廿日市市あいプラザ
長崎◉9月9日㈫�午後1:30〜3:30／若年
性介護者のつどい→させぼ市民活動交流
プラザ
熊本◉9月6日㈯�午後1:00〜3:00／若年
期認知症のつどい→県認知症コールセン
ター
大分◉9月6日㈯�午後1:30〜3:30／若年
性認知症のつどい→県社会福祉介護研修
センター

今月の本人 丸本正章さん（72歳・兵庫県支部）

「いかがお過ごしですか」…3年前にもご紹介した丸
本さんに再登場をお願いしました。若年性認知症と診
断されてから12年、変化はありますが、音楽好きで優
しい性格は変わりありません。 （編集委員　鈴木和代）

詳細は各支部まで

交流の場交流の場

平日は週に５日、デイサービスに通っています。
週に1回はアートセラピーに通っています。アートセ
ラピーは始めて約４年経ちます。昨年の11月には２
回目の作品展（個展）も開きました。電気関係のお
仕事をなさっていた正章さんですが、芸術の表現を
通じて新たな一面が開けて現在も続いています。病
気を理解して関わってくださる先生の理解も大きい
ようです。
ふだんは恭子さんとの散歩が日課で、近くの公園

を歩きます。散歩の途中で、恭子さんが「休憩ね」
と飴玉を渡すと、正章さんは「ありがとう」と言っ
て口に入れます。

音楽好きの正章さんは、口笛をよく吹きます。１
日の中でも波があって、何かをきっかけに眉間に皺
を寄せて怒ることもあります。恭子さんは、正章さ
んの調子が悪い時は「どうしたら良いか」と悩むこ

ともあるそうですが、
正章さんがよく「あり
がとう」と言ってくれ
るので、その度にお家
で看ていきたいと思い
頑張れるそうです。
今は、正章さんが

思ったことをうまく言

葉にできず意思疎通が思うようにとれないため、恭
子さんにとってはそのことが一番しんどいそうです。
でも、感謝の言葉を口にしたり、恭子さんが家事を
終えてソファにほっとして腰かけると、正章さんが
恭子さんの肩をなでてくれることもあります。
言葉では難しくても、心の意思疎通があることが、
恭子さんの心の支えになっています。

若年性認知症サロンに参加す
る頻度は少し減りました。若年
性認知症の人への初期の支援と
共に、発症からしばらく経って
いる時期の適切な支援がほしい
と思います。
体は元気で活動は十分できるけど、意思疎通が難

しい状況になると、若年初期の方の輪の中には入れ
ないし、一方、活動が穏やかになっている時期の方々
の輪の中でも「困った行動をする人」と捉えられて
しまい、安心して過ごせる場所がありません。初期
を少し過ぎた中間期であっても、今できる活動を生
かした関わりなど、この時期独自の支援の工夫をし
てもらえるとありがたいです。今は毎日必死ですが、
この経験を生かして、これからも何らかの形で認知
症の人や介護する家族の人の支援に関わっていきた
いと思っています。

妻・恭子さんと歩く正章さん

ふだんの様子

「ありがとう」のことばがつなぐ絆

「しばちゃん」を抱く正章さん

今の気持ち、将来に対する思い　妻・恭子さん
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