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世界アルツハイマーデー
全国で一斉に街頭行動
3 月に東日本大震災があり、東北、関東に甚大な被害
をもたらしました。また、9 月には大型台風により、近
畿、中国、四国地域に大きな被害があった中、9 月17日
を中心に世界アルツハイマーデー街頭行動を実施しまし
た。この日も、台風の影響がありましたが、被災した東
北支部や奈良県支部なども被害に負けず、リーフレット
を配布しました。

全員集合！コープ札幌美唄店前にて
●北海道支部 グループに分かれてリーフ
レットを手渡しました。

リーフレットの表紙を飾った山﨑夫妻も地元京都で笑
顔で配布。佐賀県では祖母が認知症だったという中学生
の参加をはじめ、全国各地で今年も行政、社協、学生な
ど多くの方に参加いただきました。昨年までと比べると、
リーフレットを受け取っていただく人も多く、神奈川県
では「私も認知症サポーターです」という方もいて、認
知症への理解が広まってきているのを実感しました。

小雨の中、地域包括の方と●宮城県支部
白石市、角田市では、ノロノロ＆大暴れの台
風前兆の中、ほとんどの方に受け取ってい
ただきました。

ご家族で読んでくださいね！●山形県支部
良いお天気の中、総勢17名が行動開始。受
け取る方から「がんばって」の言葉も。

私たちにもちょうだい、将来の
ために！●福島県支部 配布終了
後、講演会会場まで幟を持ちタ
スキをかけてパレードしました。

ちびっ子も街頭行動に参加！
●茨城県支部 水戸とつくばの２
会場にボランティアや学生さん
を含め58名が集合。

認知症のこと、もっと知ってく 読んでみてね●埼玉県支部
県職員を含む総勢48名で大宮駅
ださい●栃木県支部
会員と世話人で、東武デパート と熊谷駅にて配布。
周辺で行いました。

差しだす手と受け取る手に、心
がかよう ●千葉県支部 総勢31
名。混雑する千葉駅頭のあちら
こちらに語らいの花が咲く。

9月14日新宿駅西口にて
●東京都支部 久しぶりに参加し
た 支 援 者と、本 人に励まさ れ、
元気に配布しました。

認知症は確実にみんなの言葉になっ
てきている ●神奈川県支部 リー
フレットを渡すと、
「私もサポー
ターです」とオレンジリングを
見せてくれました。

飯田市にてアルツハイマー街頭行動 人ごとではない●新潟県支部
非常に暑い一日で 受け取ったリーフレットを真剣
日向を避けながらのリーフ配り に読む人が多かったです。
でした。
●長野県支部
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介護の質問をされる方も
金沢駅前広場で、
県職員や看護大学生の協力も得
て16名で配布。
●石川県支部

爽やかなスポーツの祭典に臨む

●山梨県支部 関心の深さが年々感

じ取られる、相談コーナーに立ち寄
る人も多かった。

世話人の一体感が増しました
会員の少ない市を
選び、世話人全員で実施しまし
た。

●福井県支部
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店舗でのアルツハイマーデー活動

●愛知県支部 アピタ大府店と東海荒尾店内

で認知症のＰＲ。

スーパーマーケットでの啓発活動●三重県支部
時折雨が降っていましたが、津市内のスーパー
マーケットの協力を得て活動しました。

県内3ヵ所で「認知症の理解を！」
駅・商業施設で総勢70名余。
自治体、社協、事業所等からも応援が。
●滋賀県支部

雨が降り出し、慌ただしい街頭 暑い中、力をあわせて●兵庫県支部 台風接近！アルツハイマー幟もひ～
SKYフェスタのブース前で
●京都府支部 ポスター、リーフ 行動●大阪府支部 初めてＪＲ天 県職員や他団体の方々を含む30 らひら ●奈良県支部 大和西大寺駅
レットに登場の山﨑夫妻も参加。 王 寺 駅 前で 配 布。思いのほか、 名が、あっという間に予定枚数 前にて大和美人は道行く人に優雅な
人通りが少なく残念でした。
を手渡しました。
笑顔で渡します。時には立ち止まり
じっくりお話しされる方もあり…

主婦層にも気持ちよく受け取っていただいた
倉敷、岡山それぞれの地域で
順調に配布できました。

●岡山県支部

真剣なやりとりをつづける支部
代表 ●愛媛県支部 松山市のいよ
てつ高島屋前で、介護家族を含む
11名で配布しました。

雨にも負けず、啓発活動を!!●広島県支部
県内4ヵ所（昨年より1ヵ所増）で合計146
名が街頭で奮闘！

相談する人、声をかけてくれる人
…活気のある街頭活動●高知県支部
高知市大丸裏、帯屋町アーケー
ド街で、世話人、県職員、大学
生など17名の参加者を得て。

●長崎県支部
心を一つにして“いざ出陣”
県内２ヵ所で実施。一人ひとりに心をこめ
て手渡しました。

ショッピングセンター・サンリブ下松店前で
●山口県支部 岩国、
周南、
山口、
宇部、
下関の
5ヵ所で一斉に街頭活動を行いました。

若いあなた達にも身近な問題よ
福岡市三越前。涼
しい秋風の中、介護職員、市職
員も加わって。
●福岡県支部

お母さんと一緒に、
小さな子どももお手伝い
●大分県支部 「リーフを渡す時、なんて言っ
たら読んでもらえる？」と一生懸命。

祖母が認知症だった中学生も参加
参加者 14 名。妻
（認知症）を連れて受診の帰りと
いう方にもリーフレットを手渡
しました。
●佐賀県支部

ご自身のことが心配で…●鹿児島県支部
地域包括支援センター職員、認知症のご本
人やお孫さんも参加してくださいました。

世界アルツハイマーデーの活動にアメリカのMetlife Foundationから国際アルツハイマー病協会（ADI）を通じて寄付をいただき、ADI世
界アルツハイマーデー冊子の日本語版作成に役立てました。
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会員

さ
ん

からの

お便り
若年認知症の人の
通所する所は？
東京都・Ｉさん

66 歳

楽しく通える
デイサービスを
女

現在、ケアマネとして働いており、現場
で思うことなのですが、認知症の方が楽し
く通えるデイサービスがなく、連れ出しにと
ても苦労しています。ご本人の意思で外出
できる通所介護があればといつも願うこと
です。サービスの質の充実を目指していく
ことはとても重要なことだと感じています。

6

神奈川県・Ｋさん

62 歳

女

「ぽ〜れぽ〜れ」はスワヒリ語なんですね。
初めて知りました。主人（69 歳 要介護 5）
には「ぽ〜れぽ〜れ」ができても、姑（90
歳 要介護１）には、元気な分、つい強い
口調になります。後で反省し、ゆっくり、や
さしく、おだやかにと自分に言い聞かせてい
ます。1日も早い震災の復興と原発の終結を
願っています。

男

妻 62 歳、若年認知症（アルツハイマー、
発症 8 年前）を在宅介護しております。医
療と介護福祉制度においての支援、ケアの
不合理に満たされないものを感じてきまし
た。妻は 3 年前から精神科病院でのリハビ
リデイケア（他の利用者は統合失調症の方
たちばかり）の中に特別配慮で参加させて
いただいていますが、
「少し進行してきて
いるようですね。この先、参加をお断りす
るようになるかもしれません」とのお話が
ありました。多種多様な活発なメニューで、
それが進行を遅らせていると効果を感じて
いましたが、自立支援制度上、個別対応が
望めないようです。若年であるが故の定ま
り場所のない狭間に漂っております。

島根県・Ｎさん

「ぽ〜れぽ〜れ」

会報
「ぽ〜れぽ〜れ」
8月号を読んで

同居していない者の悩み
長崎県・Ｈさん

女

お母様と同居している弟さんに責められ
るとのことですが、今、Ｗさんはうつと自
律神経失調症を患っていらっしゃってとて
もお辛いですね。今、ご自分にできること
を精いっぱいやっていらっしゃるとのこと、
それだけで十分だと思います。かつて、私
も嫁に来た家に認知症になった実家の母を
連れてきて、２年半介護しましたが、ほん
とに「やってみないと分からない苦労」で
した。弟さんのいらだつ気持ちもほんとに
よくわかります。私自身も今、うつ病です。
他人が怖いと言われるＷさんのお気持ちも
理解できます。
今、必要なことは弟さんの気持ちが和ら
ぐよう、よく話を聞いて、つらい気持ちを
理解してあげること、そのねぎらいの言葉
と感謝の言葉をいつもかけてあげることだ
と思います。私にも大阪に妹がおり、
「お姉
ちゃんにばかりごめんね」といつも心配し
てくれていました。
その上で、Ｗさんの病気のこともよく理
解してもらえるようお話しされた方がいい
のではないでしょうか？ Ｗさんのご病気
の回復をお祈りしています。
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つながる「家族の会」
東日本大震災
義援金

感謝の声が届いています

お見舞い電話に涙が…
宮城県・Ｔさん

女

私は 92 歳の義母を介護しております。今
回の大震災で、わが家が全壊し、心ならずも
義母を、以前よりお世話になっておりました
介護施設の方に期限付きでお預かりしていた
だいております。
今回、
「家族の会」からのお見舞いや安否
確認のお電話で本当に救われる思いでした。
3 月11日以降、しばらくはどうすればよいの
か、一日中、寝てからでも義母の世話に明け
暮れました。もう神経が切れる寸前でした。
毎日涙が流れて、仕方ありませんでした。そ
の頃、京都の「家族の会」からのお電話で、
お話を伺いながら涙を止めることができませ
んでした。その後に宮城県支部からもいただ
きました。

たこと ❷

気仙沼で思っ

「つながり」
短期間の経験ではありましたが人と人とのつな
がりをこんなに感じたことはありません。
「阪神大
震災の時、全国の皆さんからほんとにお世話になっ
たから、全職員が協力し交代で来てるんです」と
いう大阪の介護施設の方。
「みんなここに飛んでき
て何か役に立ちたいという気持ちです。でも自分
たちの現場も人手不足。小さな子供や病気の家族
を抱えて家を空けられないスタッフもいる。それ
なら『行ける人』を応援しよう！というバックアッ
プがあるから来れるんですよ」と話してくれまし
た。汗だくになりながら、在宅の高齢者を一人一
人訪ねてサービス調整に走り回っていたケアマネ

実のところ、
「家族の会」ってどんな会な
んだろう？ 私の姪がお世話になっていて、
「何かの相談事には必ず役に立つよ」って聞
き、入会したばかりでした。それですのに、
今回、思いもかけず、御見舞金まで頂戴しま
して恐縮しております。義母のために使わせ
ていただきます。いずれ、皆様に何かの形で
ご恩返しができたならと胸に刻んでこの苦境
を乗り切っていきたいと思っています。

早く家族会を開けるよう
宮城県

Ｏさん

女

皆様のお心遣いの義援金、ありがたくいた
だきました。家が全壊いたしましたので大変
助かっております。なかなか心も落ち着きま
せんが、早く山元町での家族会を開くよう努
力します。

看護師・会報編集委員 鷲巣典代

家のない職員も寝泊まりし
てるから、狭くて大変だけ
ど、認 知 症 の あ る 人 は 大
きなところより、うちみた
いな小さいところがいいで
しょう」と明るい笑顔が忘れられません。ある被
災者の方は「何のお礼もできないのが辛いよ。生
活が戻ったら絶対遊びに来てよ。これは、壊れた
家の庭に咲いてたんだ」と看護師の机に大きな大
きなひまわり（写真）を飾ってくれました。
自分にできることを精一杯つくし、周囲の人々

さん。幸い自宅は一部損壊だったが、親戚の人が
避難してきていて満員。勤務先の事業所が経営す

と社会につながっているたくさんの方々に出会え
たことに感謝します。職場に帰った朝、勤務交代
をして私を送り出してくれた仲間たちに「ありが
とう」と「ただいま」を言いながら、出会った人々

るグループホームも流され、別の建物で定員の倍
以上の方たちが暮らしておられるとのこと。
「帰る

の笑顔を思いだしました。


（おわり）
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介護の困りごと 商品開発に協力

東京都
支部

支部では衛生機器製造会社との共同調査で、会員を
対象に在宅介護での困りごとのアンケートを行いまし
た。多くの会員より回答が寄せられましたが、介護に
役立つかもしれない商品を知っているかと、いくつか

秋田県
支部

支部会報リニューアル中

会報担当Ⅰさんは、今年の本部総会での会報分科
会に出席して以来、支部会報のリニューアルに取り組
んでいます。分科会では、いろいろな支部会報の改善
点に気がついたというⅠさんですが、編集の初心者で

ブロック会議で気配りのおもてなし

鳥取県
支部

今年７年ぶりの開催となった鳥取県での中国・四国
ブロック会議ですが、当日は世話人たちが奔走しまし
た。初日は朝早くから集合し、各県代表のテーブルに
花を飾ったり、開会前には駅やバス停まで出迎えに行

大阪府との意見交換で鋭い要望

大阪府
支部

来年度の府の認知症対策について、支部では担当者
を招いて直接意見交換をしました。府の説明に対して、
支部の世話人からは「認知症地域支援推進員はまだわ
ずかの市町村しか配置されていない」
「警察の徘徊者

国際交流委員会発

ロンドンの巻

「ケアでつながる地球家族」
■世界アルツハイマーレポート 2011発表される
国際アルツハイマー病協会（ADI）は、世界アルツハイマー
デー（9 月21日）を前に 9 月13日に世界アルツハイマーレポー
ト 2011を発表しました。タイトルは「早期診断と介入の利点」
で、以下が主な内容です。
認知症の人は世界で 3,600 万人、2050 年には1億1,500
万人になると推測されている。3,600 万人のうち 75% は診断
を受けておらず、介護や支援も受けていない。

例を挙げて尋ねたところ、
「アラーム薬入れ」や「探
し物発見機」などは８割ほどの方が「知らない」と答
えていました。支部では、
「会報を使って便利に使え
る商品などの情報交換をしたい。介護家族の悩みの声
を挙げて、新たな商品開発の要望も行いたい」と考え
ています。

もあり、原稿依頼やレイアウトの工夫など、悪戦苦闘
の連続でした。しかし先日久しぶりに会った会員より
「最近の会報、良くなったね。毎回楽しみ」との言葉
をもらい、うれしさとこれからの会報作りへのやる気
が湧いてきたⅠさんでした。

き、さらに会議の合間のティータイムのために飲み物
を準備してと、それぞれの役割の中で頑張りました。
出席者から口々にテーブル上の花を見て「気持ちが
やすらぐ」と褒められ、世話人にとっては、緊張感の
中の２日間でしたが、なによりも準備をして良かった
と感じた瞬間でした。

への捜査には、市民の安全を守るという姿勢が見られ
ない」など、具体的な要望や質問が出され、府からは
「これから指導や研修を進めていきたい」との回答が
ありました。参加者からは「現実をもっと知ってほし
い」という声が多く出され、日本一住みやすい都市を
目指してほしいと改めて望んだのでした。

国家政府レベルで認知症戦略を公表して
いるのは、オーストラリアなど 6 ヵ国に過
ぎない。
（日本は 6 ヵ国に入っていません）
早期診断と介入を行うことで、認知力や
生活の質を改善でき、患者一人当たりで最
高1万ドルの経費節減につながる。各国政
府は先行投資して、認知症及び関連経費削
減に努めるべきである。

世界アルツハイマー
レポート 2011 の表紙

レポートの内容は、
「家族の会」が厚生労働大臣に要望して
いることと共通しています。今後翻訳の予定ですが、原文は
ADI の以下のホームページで見ることができます。
▶http://www.alz.co.uk/

（事務局 水谷曜子）
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杉山Dr.に聞く ❷

どんな薬？

効用は？

新薬誕生で広がる選択肢！
アリセプト

メマリー

レミニール

リバスタッチ
イクセロン

杉山孝博

「家族の会」副代表理事・川崎幸クリニック院長

今回はそれぞれの治療薬について説明します。
1 アリセプト（塩酸ドネペジル）
脳内のアセチルコリン分解酵素に選択的
に働き、その作用を阻害、脳内のアセチル
コリンの量を増すことによって、記憶障害
など、アルツハイマー型認知症の症状の改
善に効果を示します。軽度、中等度、高度
のアルツハイマー型認知症に使われます。
これまであった錠剤、口内溶解錠に加え
て、細粒、内服ゼリーが加わりました。
１日１回３㎎から開始。１週間後に５㎎
に増量。高度認知症では、５㎎で 4 週間以

い効果が得られるといわれています。
3 レミニール（ガランタミン臭化水素酸塩）
軽度、中程度に対して記憶、注意及び集
中力を改善します。１日８㎎（１回４㎎を１
日２回）から開始し、４週間後に１日 16 ㎎（１
回８㎎を１日２回）に増量し、経口投与しま
す。錠剤、口内溶解錠のほかに水溶液があっ
て、食べ物や飲み物に混ぜることもできて
便利です。

上経過後、10 ㎎に増量します。

4 リバスタッチおよびイクセロン
（リバスチグミン）

2 メマリー錠（メマンチン塩酸塩）
中等度及び高度認知症に対して、認知機
能障害の進行を抑制し、言語、注意、実行

軽度及び中等度のアルツハイマー型認知
症における認知症症状の進行抑制の効果が

および視空間能力などの悪化を防ぎ、また
攻撃性、行動障害などの行動・心理症状の
進行を抑制する効果をもちます。作用機序
は、アリセプトなどと異なって、神経細胞
の保護作用によります。通常、成人には１
日１回５㎎から開始し、１週間に５㎎ずつ
増量し、維持量として 1 日 1 回 20 ㎎を経口
投与します。
アリセプトなどと併用することでより良

あります。円形の貼り薬で、ゆっくり吸収
されるため胃腸障害などの副作用が少ない
といわれています。内服ができない場合に
便利です。
4.5 ㎎【4 週間】→９㎎【4 週間】→ 13.5 ㎎【4
週間】→ 18 ㎎＝維持量となります。
なお、アリセプト、レミニール、リバス
タッチ・イクセロンは、同系統の薬剤なの
で併用できません。


東日本大震災義援金協力者一覧

義援金を寄せていただいた方々をご紹介します。

（敬称略、所属支部別、入金日順）

●義援金専用口座利用者（現金入金者も含む

（おわり）

8 ／ 24 ～ 9 ／ 23）

【青森県】石戸昭治 【愛知県】田中裕子 【三重県】多賀洋子 【滋賀県】滋賀県支部 30 周年記念式典参加者有志 【京都府】倉田嘉子 【福岡県】田中豊子 【奈良県】奈良県支
部８月集会参加者 

※ 会員以外は住所地都道府県に掲載

〈東日本大震災義援金専用口座〉

ゆうちょ銀行からの振込●郵便振替口座番号：00980-4-146638

口座名義：家族の会東日本大震災義援金

※振込手数料は各自ご負担ください。
※義援金や寄付金を会費（郵便振替口座番号 :01050-3-47146）と一緒にお振込みいただく場合は、備考欄に「義援金」か「寄付金」かを明記してください。
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今月の本人

足立昭一さん（大分県支部）

大分市の足立昭一さん（62 歳）は 5 年前にアルツハイマー病と診断され、
58 歳で勤務先の大分市役所を早期退職。しかし、
「社会の一員として人の役
に立ちたい」という気持ちでずっと就労にこだわってきた。これまでも自分
の通うデイサービスセンターで仕事を手伝い、そこのお年寄りたちに喜ばれ
ていたが、そんな足立さんに、明るいニュースとして厚労省の通達が入った。
4 月15 日付で、
「デイサービス利用者が時間中に何らかの作業をした場合、そ
の謝礼を受け取ることができる」というものだ。これは「家族の会」が、昨
年の「介護保険制度改正への提言」で要求していた内容が実現したものである。

「お客さんが待っていてくれることがうれしい」
足立さんが通うデイサービスセンター「かざぐる
ま」の代表、平ヶ倉文雄さんは、以前から足立さん
の働く意欲と、コミュニケーション能力を高く評価
しており、仕事をしてもらうことが足立さんへの一
番いいケアと考えていた。厚労省の通達後、さっそ
く古賀周一郎ケアマネジャーや「家族の会」、妻の
由美子さんたちとケア会議を持ち、プログラムとし
て「野菜販売」を考えた。依頼主を探し、週に一
度、朝採りの野菜を車に積んで職員とともに事業所
などを回る。袋詰めや釣銭を渡すなどは苦手になっ

ている足 立 さんだ
が、セールストーク
は抜群。「このキュウ
リ、曲がっているけど味 ●謝礼金 500 円を受け取り、
うれしそうな足立さん
はいいよ。人間も同じだ
よ」と笑わせる。一日の謝礼金は 500 円。こうい
う取り組みが全国に広がっていくことが待たれる。
※足立さんの就労については、10 月 30 日㈰に長野県
で開催される全国研究集会で平ヶ倉文雄さんが報
告します。


（大分県支部 事務局長 藤田淳子）

●販売の準備をしてコンテ
ナで野菜を運ぶ足立さんと
依頼主の手島さん

●販売先の事業所の皆さんと足
立さん（手前）。販売先はフィッ
トネスクラブ・税理士事務所・
病院や介護施設など全部で７ヵ
所。週に１度、職員と共に１日
４～５件回っている

交流の場
宮城◉11月17日㈭ 午前10:30～午後
3:00／若年期認知症のつどい→仙台
市泉社会福祉センター
千葉◉11月13日㈰ 午後1:00～4:00
／若年のつどい→千葉県社会福祉セ
ンター
神奈川◉11月12日㈯ 午前11:00～午
後3:00／よこすか若年期のつどい→
県立保健福祉大学研修室
11月20日㈰ 午前11:00～午後3:00／
14

若年期認知症本人・家族のつどい→
ほっとぽっと
富山◉11月12日㈯ 午後1:00〜3:30
／てるてるぼうずの会→サンフォル
テ２階介護実習室
京都◉11月20日㈰ 午後1:30〜4:00
／若年のつどい→京都社会福祉会館
滋 賀 ◉11月9日㈬ 午 前10:00〜 午 後
2:00／ピアカウンセリング→滋賀県
成人病センター職員会館２階
鳥取◉11月27日㈰ 午前11:00〜午後
3:00／若年のつどい「にっこりの会」
→地域交流センター笑い庵「笑い庵

カフェ＆マルシェ」
（米子市）
広島◉11月12日㈯ 午前11:00〜午後
3:00／若年期認知症・陽溜まりの会広
島→中区地域福祉センター（広島市）
11月26日㈯ 午前11:00〜午後3:30／
若年期認知症・陽溜まりの会西部→
あいプラザ（廿日市市）
宮崎◉11月14日㈪ 午前11:00〜午後
2:00／本人交流会「今日も語ろう会」
→宮崎県支部事務所


詳細は各支部まで
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◆◆◆
◆◆◆

◆◆◆
各地のつどい ◆◆◆

事前に支部へお問い合わせの上ご参加ください。なお、つどいの情報は
事前に支部へお問い合わせの上ご参加ください。なお、つどいの情報は 14
14 ページにも掲載されています。
ページにも掲載されています。

北海道 ▶10月27日 ㈭ 午 後1:00〜3:00／

つどい→北見市東地区公民館
▶11月 7 日㈪ 午後1:15 〜 3:30 ／つどい→
札幌市かでる2.7 910 会議室
▶11月19日㈯ 午前10:30 〜午後 2:00 ／つ
どい→釧路市まじくる研修室

青 森 ▶11月 5 日㈯ 午後 1:30 〜 3:30 ／

十和田のつどい→中央公民館
▶11月6 日㈰ 午後1:00 〜 3:00 ／青森のつ
どい→アスパム
▶11月 27 日㈰ 午後 1:00 〜 3:00 ／弘前の
つどい→社会福祉センター
いずれも男性介護者のつどいも別室で同時開催

岩 手 ▶11月 9 日㈬ 午後 1:30 〜 3:30 ／
滝沢のつどい→老人福祉センター（役場裏）
▶11月19日㈯ 午後1:30〜3:30 ／北上のつ
どい→日高見中央クリニック
▶11月 26 日㈯ 午後 1:30 〜 3:30 ／盛岡の
つどい→アイーナ
宮 城 ▶ 11 月 12 日 ㈯ 午 後 1:00 〜 3:00
／仙台・定例のつどい→みやぎNPOプラザ
▶11月16日㈬ 午後1:30〜3:00 ／白石市の
つどい→白石市介護予防センター
▶11月18日㈮ 午後1:30〜3:00 ／角田市の
つどい→角田市ウェルパーク
秋 田 ▶ 11 月 27 日 ㈰ 午 後 1:30 〜 3:30
／つどい→秋田県民会館研修室（旧ジョイナス）
山 形 ▶11月12日㈯ 午前10:00〜正午／
庄内のつどい→酒田・総合文化センター
▶11月 26 日㈯ 午後 2:00 〜 4:00 ／山形の
つどい→山形市市民活動支援センター
福 島 ▶ 11 月 13 日 ㈰ 午 後 1:30 〜 3:30
／福島地区会月例相談会→保健福祉センター
▶11月2日・16日㈬ 午前10:00 〜正午／南
会津地区会シーツ交換・交流会→田島ホーム
▶11月20日㈰ 午前10:00 〜午後 3:00 ／南会

		
津地区会ニコニコサロン→南会津町社会福祉

▶11月17日㈭ 午前10:00〜正午／中部のつ
どい→倉吉交流プラザ（倉吉市）

協議会

栃 木 ▶11月23日（水・祝）午後1:30 〜 4:00
／相談会・つどい→とちぎ健康の森2階会議室

岡 山 ▶11月11日㈮ 午後1:00〜3:30 ／
岡山地域のつどい→岡山市保健福祉会館 4階
▶11月17日㈭ 午後1:00〜3:00 ／井笠地域
のつどい→笠岡市認知症介護研修センター
▶11月25日㈮ 午前10:30 〜午後 0:30 ／倉
敷地域のつどい→くらしき健康福祉プラザ

千 葉 ▶ 11 月 25 日 ㈮ 午 後 1:00 〜 3:00
／松戸のつどい→松戸市総合福祉会館ボラン
ティア室
東 京 ▶11月 2 日㈬ 午後 1:00 〜 3:00 ／
つどい→東京都支部事務所

香 川 ▶11月 2 日㈬ 午前10:00 〜正午 ／
介護者のつどい→旧女性就労支援センター
▶11月19日㈯ 午前10:00〜正午／若年期認
知症のつどい→旧女性就労支援センター

神奈川 ▶11月6日㈰ 午前10:00〜午後3:00
／藤沢のつどい→藤沢市労働会館

石 川 ▶ 11 月 27 日 ㈰ 午 後 1:00 〜 4:00
／つどい→金沢市松ヶ枝福祉館

愛 媛 ▶11月 9 日㈬ 午後 1:00 〜 3:00 ／
東予地区のつどい→西条市総合福祉センター
▶11月14日㈪ 午後1:00〜3:00 ／中予地区
のつどい→愛媛看護研修センター
▶11月16 日㈬ 午前11:00 〜午後1:00 ／南
予地区のつどい→宇和島市御殿町むつみ荘

愛 知 ▶11月11日㈮ 午後1:30〜 4:00 ／
介護者相談大交流会→東海市しあわせ村

宮 崎 ▶11 月19 日 ㈯ 午 前 11:00 〜 午 後
2:00 ／つどい→宮崎県支部会議室

新 潟 ▶ 11 月 12 日 ㈯ 午 後 1:30 〜 4:00

／つどい→高齢者総合福祉相談センター福住

滋 賀 ▶ 11 月 15 日 ㈫ 午 後 1:30 〜 3:30
／さつき会→滋賀市民センター
▶11月 22 日㈫ 午前10:00 〜11:30 ／あや
め会→晴嵐支所1階会議室

◦支部設立準備中の県◦

沖 縄 ▶11月16日㈬

午後 2:00 〜／家族
のつどい→北部福祉保健所→問い合わせ先
担当：西口TEL.0980-53-7772

兵 庫 ▶11月1日㈫ 午前11:30〜午後3:30
／つどい→海月館（洲本市海岸通）
奈 良 ▶11月 9 日㈬ 午後 1:00 〜 3:30 ／
中和のつどい→ホテルウエルネス大和路
▶11月19日㈯ 午前11:00 〜午後 3:00 ／若
年のつどい→奈良市ボランティアセンター

しばらくの間、日本を離れることになりま
した。荷造りのついでに部屋の片付けをして
いてふと、宋先生が書かれた「身じまい」と
いう題のぽ～れぽ～れリレーエッセーを思い
出しました。「ぼちぼち身じまいせにゃ」とい
う認知症の人の言葉で始まり、高齢になって
葬儀の費用だけを残してあとは全部分け与え
晴れ晴れとしていたというお母様のことが書
かれていたと覚えています。「シンプルライ
フ」にあこがれながらも、つい余分なものを
おいてしまう生活を反省し「本当に必要？」
と一つ一つ自分に尋ねながらスーツケースに
物を入れました。
そんなに遠くない将来、私もどこかの施設
にお世話になるかもしれません。その時、持っ
ていけるのはせいぜい段ボール箱2つか3つ。
旅支度をしながら「身じまい」という言葉が
とても近しいものに感じられました。

（編集委員 鷲巣典代）

鳥 取 ▶11月 8 日㈫ 午前10:00 〜正午 ／
西部のつどい→ふれあいの里（米子市）
▶11月11日㈮ 午前10:00 〜正午／東部のつ
どい→さざんか会館（鳥取市）

2011年度賛助会員の方々⑦

（11.7.21～8.31）

〈福 祉〉高齢者福祉施設「宮城野の里」（宮城）▲安
佐南地域包括支援センター（広島）
〈医 療〉医療法人青仁会青南病院（青森）▲医療法人
青仁会介護老人保健施設南山苑（青森）▲社
会医療法人二本松会山形さくら病院（山形）

〈その他〉株式会社日新土建工業所（福島）▲NPO法
人風の詩（栃木）▲株式会社オフィスサポー
ター（岡山）▲山陽技研株式会社（岡山）▲
アサヒサンクリーン株式会社（広島）

杉山孝博副代表が６時間にわたって講義します。
◦研修講座 「認知症の理解と援助」

滋賀：12月11日㈰		

2012年兵庫：2月12日㈰

◦医学講座 「高齢者介護・看護のための医学基礎知識」

広島：3月11日㈰

島根：12月4日㈰

◦ターミナルケア講座 「介護・看護専門職のためのターミナルケア」

岩手：11月13日㈰		

2012年神奈川：3月18日㈰

益
発行所◦ 公
社団法人  認知症の人と家族の会

〒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
TEL.075-811-8195
FAX.075-811-8188
発行人◦代表理事 髙見国生 編集人◦会報編集委員会（委員長 鎌田松代）
定 価◦1部200円（送料20円）
［会員の年間購読料は会費に含まれます］ 郵便振替口座番号 01050-3-47146
編集協力◦株式会社クリエイツかもがわ 印 刷◦新日本プロセス株式会社 ［転載時は本部事務局にご連絡下さい］
Alzheimer's Association Japan

財団法人ＪＫＡ

補助事業
この会報は、財団法人ＪＫＡの補助を受けています。

本誌発行経費の一部について協力を得ています。
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エーザイ株式会社

ファイザー株式会社

