
地域の方に笑顔でアピール！
★北海道支部
札幌からの応援も加わり、奈井江町の
アシルマート前でリーフレットを配布

配布の目的を伝えて認知症の理解を
★新潟県支部
施設の看護師や介護者の方からエールが

山形県庁で呼びかけ
★山形県支部
県職員へリーフレット2,500枚を
配布しました

リーフレットの内容を伝え
ながら
★埼玉県支部
ご相談にも丁寧に対応しました

小学生もお父さんと一緒に
★青森県支部
年々、抵抗なく受け取ってもらえ
ると感じます。活動の成果です！

今年のリーフレット

支部の活動紹介も盛り込んで
★石川県支部
県・市職員、看護学生と共にリ
ーフレット完配

恒例のアルツハイマーデー行進
★富山県支部
「さぁ、出発！台風に負けないで
行こう！」

地区会運営のカフェもアピール！
★福島県支部
行政等の方々と会津地区会運営「カ
フェひだまり」をアピール

台風一過晴天のもとリーフ配り！
★千葉県支部
家族みなさんで興味を持って受け取
っていただきました

みんなで広めよう！
★岩手県支部
宮古秋祭りを会場に9月17日、会員
や市包括職員6名で1,000枚配布

県内2ヵ所で130名が参加
★茨城県支部
認知症のご本人や親子連れの応援が
あり、「あっ」という間に終了しました

北澤八幡神社の秋まつりの中で
★東京都支部
秋まつりでアルツハイマーデーを紹
介。22名でリーフレット配布

手作りの折り紙なども添えて
★秋田県支部
秋田駅前ぽぽろ～どで。� �
参加者25名

2018年全国研究集会に向け
★福井県支部
ゆめまるくんの効果絶大。子育て世代
の方が足を止めてくださいました！

介護は一人じゃないよ。若い
人へも声掛け★神奈川県支部
リーフレットを受け取りながら
話し込む人が多かったです

全国154ヵ所で
取り組み

世界アルツハイマーデー写真特集

台風にも負けず、

　一斉街頭活動日の9月17日を
中心に全国154ヵ所で世話人、
会員、行政・製薬会社の方、学
生など2,800名がリーフレット
を配布し、認知症の正しい理解
を呼び掛けました。
　台風の影響で、風雨の中の取
り組みとなった県もありました
が、リーフレットの受け取りも
良く、内容を熱心に聞いてくだ
さったり、相談をされたりとい
う場面も多く見られました。
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笑顔で呼びかけ
★岐阜県支部
岐阜駅の周辺で、総勢20名で
のリーフレット配布

「明日は我が身」と理解を示さ
れました★静岡県支部
総勢26名で、静岡駅コンコース
での街頭活動

介護者の飛び入り参加で
盛大に★大阪府支部
天王寺駅と森ノ宮駅付近で
配布しました

地元企業の方や学生も
★兵庫県支部
元町駅周辺や神戸大丸前で30名が
配布しました

説明を聞いてもらえました
★福岡県支部
県内5ヵ所で、のべ270名
が取り組みました

ゆめタウンで10名が配布
★佐賀県支部
年々リーフレットの受け
取りが良くなっています

9月20日、尾道駅周辺で
★広島県支部
丁寧に一人ひとりにリーフレットの
内容を説明し理解をもとめました

リーフレットに心を託して、
楽しく手渡し★三重県支部
近鉄四日市駅で16名での配布。
テレビの取材も来ました

台風目前！風雨には負けないぞ！
★奈良県支部
観光地拠点の近鉄奈良駅で国際的な
活動となりました

街頭活動も相談の場に！
★長崎県支部
県内3ヵ所71名で実施。リ－フレット
を渡しながら、悩みも聞いています

竜王町の中学生も協力
★滋賀県支部
買い物に来た中学生も「いいよ、手伝って
あげる」と賑やかに手伝ってくれました

皆さんお疲れ様でした
★熊本県支部
1,000枚を1時間30分で配布
しました

広がる輪！6市9ヵ所で
★大分県支部
「私も介護中」といった声が聞か
れました

世界中で考えましょう！
★京都府支部
外国人観光客の多い京都駅前で。リーフ
に３ヵ国語の翻訳もつけ、好評でした

リーフレットをどうぞ！
★山口県支部
介護中の家族に、「家族の会」を
伝え喜ばれました

ゆめタウンで35名で配布
★徳島県支部
標語が印字され、中に全研のチラ
シが入ったエコバッグ600配布

商店街での街頭活動
★香川県支部
快く受け取ってくれる方が多く
いました

皆さん足を止めて
★愛媛県支部
認知症への不安を訴え
る声が聞かれました

台風でも多くの世話人が参加
★高知県支部
人通りも台風で少なかったのに、1時
間で約1,000枚を配布しました

小雨降る中の街頭活動
★宮崎県支部
「父がアルツハイマーだっ
たの」と話されました

県内3ヵ所で60名が配布
★鹿児島県支部
若い人の力も借りて取り
組みました
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脳炎と認知症

　最初の異変は30代半ば、様々な異変に気付きま
すが、周囲から「ストレスが原因では」と言われ
て、私自身の弱さのせいで様々な症状に襲われる
と思い込んだ時期がありました。けれど２0１２年、
あまり聞きなれない脳炎「抗グルタミン酸受容体
抗体脳炎」と診断。治療をしながら営業職復帰を
目指し頑張っていましたが、２0１5年、「若年性ア
ルツハイマー病」と診断が変わりました。

いろいろなことに挑戦！

　「認知症に対する偏見や誤解をなくしたい。認
知症だから何もできないではない。苦手なことは
あるけど、サポートがあればいろいろなことがで
きると伝えたい」思いから講演活動を始めました。
職場の同僚にも正直に話をして、認知症のことを
正しく理解してもらうために「認知症サポーター
養成講座」を私の働く店舗で同僚と一緒に受けま
した。RUN伴では仲間とサポーター、友人と弟
と一緒に走りました。最後はみんなでパレードし

情報
コーナー

本人交流の場
（詳細は各支部まで）

宮城◉11月2日・16日㈭10：30～15：00
／翼のつどい→泉区南光台市民センター
山形◉11月18日㈯13：30～15：30／置
賜のつどい･本人のつどい→すこやかセ
ンター3階
埼玉◉11月25日㈯11：00～14：30／若

年のつどい・上尾→上尾市プラザ22
千葉◉11月26日㈰13：00～15：00／若
年・本人のつどい→県社会福祉センター
神奈川◉11月12日㈰11：00～15：00／
若年性認知症本人と家族のつどい→ほっ
とぽっと
岐阜◉11月26日㈰11：00～14：00／若
年のつどい→岐阜市・アルト介護センタ
ー長良
静岡◉11月28日㈫10：00～13：00／若
年性のつどい→富士市フィランセ西館3

階　第1会議室
京都◉11月19日㈰13：30～15：30／若
年のつどい→京都社会福祉会館
鳥取◉11月22日㈬11：00～15：00／中
部にっこりの会→かふぇとまと
広島◉11月18日㈯11：00～15：30／陽
溜まりの会北部→三次市十日市コミュニ
ティーセンター
長崎◉11月14日㈫13：30～15：30／若
年性認知症の人と家族のつどい→させぼ
市民活動交流プラザ

私の対処法

　忘れやすい自分のために、メモリーノート・メ
モ帳・ボイスレコーダー・ブログに記録を残しま
す。方向音痴な私は、妻が作成してくれた地図と
目印になる建物の写真を頼りに会社まで通勤しま
す。休日は、グーグルマップを活用し、迷子散歩
（自由に歩いてそれから帰るとき、周囲を見渡し
てもどこにいるのか分かりません）。薬は妻と娘
が準備してくれます。とても疲れやすい頭なので、
午前と午後に１回ずつ１5分～30分の仮眠を必ず取
ります。仕事、お出掛け、関係なく仮眠をとりま
す。体調によっては更に仮眠の時間が増えます。

社会との繋がり、私の楽しみ

　私にとって仕事とは生活のためでもあります
が、一番の理由は社会との繋がり。同僚と日常的
なたわいない会話をする、お客様と会話をする。
当たり前のようなことが、当たり前ではないと気
付きました。FunDo（家族会）の活動、ワイワ
イガヤガヤとおしゃべりをするのはとても楽しい
です。ブログにも日々感じることを書き綴り、
２0１7年８月には２500回を超えました。家族、家族
会の仲間、会社など、たくさんの人の支えのおか
げで楽しい日々が過ごせます。

「FunDo」の
活動で収穫

　40歳の時、アルツハイマー病と診断されましたが、職場
の理解を得ながら仕事を継続されています。同時に、就労
型活動グループ『FunDo』で畑作業や小物づくり、昨年
から講演活動、今年７月には著書「認知症の私は“記憶よ
り記録”」を刊行されるなど精力的に活動されています。
本誌のために寄稿いただきました。�（編集委員　松本律子）
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42歳・沖縄県支部
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ながらゴール、最
高の１日でした。
　今年一番の挑戦
は、本の出版！（目
次・構成も私が考
えました）。

（次月は、著書「認知症の私は“記憶より記録”」の
出版について寄稿いただきます）
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　支部のつどい「やすら木会」
の例会で、電話相談員の角崎
延子さんから93歳でアルツハ

イマー型認知症のお父さん、9１
歳で血管性認知症のお母さん、お

二人の在宅介護について体験談を聞かせても
らった。
　二人とも自宅で過ごした
いとのことで、角崎さんは
「在宅介護をサポートして
くれる環境が必要であり、
認知症のあるがままを受け
入れられるよう介護者にも
気持ちの余裕が必要だ」と
話された。

　これを聞いた初参加の方から「とてもよい
会ですね。これからも参加していきたい」と
の感想があった。

　神戸市勤労会館で、認知症
に対する「非薬物療法の実
践」の講演会を開催し、理学
療法士の岡田佳之氏から「老健
でのリハビリの実践」、認知症サ

ポート医の大
川二朗先生か
ら「『認知症』
時代を生きる
薬物療法の限
界とケアへの
期待」と題し

た治療への取り組みなどが紹介された。
　また、神戸学院大学講師の塚原正志氏から
「作業療法では疾病性よりも一人ひとりの行
動特性やパターンを把握することが必要だ」
と学んだ。雨の中、専門職や介護家族など
１１8人もの参加があった。

兵庫県支部

非薬物療法の
実践講習会を
開催

鹿児島県支部

両親二人の
在宅介護を
考える

　金沢医科大学看護学部３年
生の授業で、「認知症の人の
思い、家族の思い」について
世話人から伝えた。

　学生さんから、「認知症の方は記
憶を失っても、感情は失
われないということは分
かっていたが、その本質
までは全然わかっていな
かったことに衝撃を受け
た」「認知症の人が社会
だけでなく、家族の中でも居場所がなくなる
と聞いて胸が痛くなった」などたくさんの感
想があった。
　世話人の井沢恵美子さんは、「認知症の人
の思い、家族の思いを学生さんと一緒に考
え、老年看護学の授業では学べないことを伝
えていきたい」と語っていた。

石川県支部

次代を担う
若い看護学生
さんへ

　男の料理教室「止まり木」
も40回を重ね参加者１4人。７
月の暑い日差しの一日、お昼

の献立は、定番のうどん・かき
揚の天ぷら・混ぜご飯・ポテトサ

ラダとなった。
　今回は「まちづくり情報誌」に掲載のた
め、宇都宮まちづくりセンター“まちぴあ”
から取材を受けた。調理風景の撮影を受けた
り、質問に答えたりする中、調理は進んでい

く。本人、介護
者など、参加し
た全員が談笑し
ながら食べてい
る様子を見て、
一緒に食べても
らい、好評だっ
た。

栃木県支部

男の料理教室
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このコーナーに寄せられたお便りの他、入会申込書、
「会員の声」はがき、支部会報から選び掲載しています。

お便りお待ちしています！
〒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〉

会員 お便りさんからの

FAX.075-811-8188
Eメール office@alzheimer.or.jp
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母の生きてきた知恵
●京都府　Bさん　女性　50歳代

母が認知症で施設に入居しています。最近
ではほとんど言葉も話せなくなりました。週
1回程度会いにいくのですが、ずっと寝ていた
りして、寂しい気持ちになることが多いです。

母が私くらいの時、どんな気持ちでいたの
だろうとか、昔話に花をさかせるなどができ
ないことが、とてもとても寂しいです。母の
生きてきた知恵を受け継ぐこともできないの
で、認知症は辛い病気だなと思う今日この頃
です。

介護者への援助も考えてほしい
●埼玉県　Dさん　60歳代　女性

アルツハイマー型認知症とわかって６年目
の主人と二人暮らしです。幸い、よいケアマ
ネさんやヘルパーさん、利用施設に恵まれ、
在宅で介護しています。春先、主人が高熱を
出し、その介護で腰を痛め、自分も風邪をひ
いてしまいました。その時も様々な方に助け
られて何とか乗り切りました。

介護保険のおかげで本人にはいろいろなサ
ービスが安価で受けられ、ありがたい限りで
す。ただ、介護者に何かあった時どうしたら
いいのか不安が募ります。在宅を推進するの
であれば、介護者への援助も考えてほしいと
思います。

いつも「家族の会」のつどいに救われてい
ます。実母は要介護２ではありますが、私に
対する気持ちは、母親としての存在をまだま
だ感じさせます。昔から弱きを助ける性格な
ので、デイサービスでも対応が難しい時は
「困っているのですが、○○さんを助けても
らえますか？」「お手伝いしてもらえます
か？」の声かけで事が進みます。ありがたい
元々の性格です。

今、気になるのは、「ぼけない小唄」「ぼけ
ます小唄」の存在です。認知症の家族として
は悲しい唄です。歌わないでほしいです。

弱きを助ける母
●奈良県　Ｃさん　50歳代　女性

私自身は介護の仕事に就いて20年目。いず
れは自分の親も…とは思っていましたが、ま
さかの認知症。80歳代の父は３年前にアルツ
ハイマー型認知症と診断されました。症状は
進むばかりです。仕事で介護、家に帰っても
介護。仕事とプライベートの区別はつかなく
なり、心も体も重く感じるようになりまし
た。仕事では多くの認知症の方をお世話して
きましたが、結局仕事は仕事。自分の家族と
なると…。家族の大変さ、気持ちを実感して
おります。

家族となると…
●広島県　Ａさん　50歳代　女性

�



このコーナーに寄せられたお便りの他、入会申込書、
「会員の声」はがき、支部会報から選び掲載しています。

お便りお待ちしています！
〒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〉

会員 お便りさんからの

FAX.075-811-8188
Eメール office@alzheimer.or.jp

※お名前はイニシャルではありません。
　年齢は「50歳代」等で表記しています。
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2017年春現在、ほぼベッドで横になってい
る母（76歳）を療養病棟にお世話になりなが
ら介護しております。

2012年の年末頃から言動が怪しくなり、
2013年３月に認知症疑いの診断をもらい、治
療が始まりました。アルツハイマー型認知症
の診断でしたが、娘である私は、レビー小体
型認知症を疑っていました。

2015年秋頃から、飲み込みが悪くなり、キ
ザミ食などで対応。2016年７月に窒息事故を
起こしました。この間にグループホームでの
食事の介助法、医師への相談を試みました
が、事故を予測できず、現在、経管栄養に至
っております。

介護が進行に追いつかない
●茨城県　Fさん　40歳代　女性

もう少しつどいに出たい
●大阪府　Gさん　40歳代　女性

母方の親戚は、「手は貸さない、力は貸さ
ない、口は出す」の人たち。介護の先輩のお
っしゃる通り、そういう人には割り切るよう
にしています。母方は、お金を渡して介護し
た気になるというので、もういいです…。

「家族の会」のつどいや、世話人の先輩に
出会えて良かったと思えることがあります。
母は高齢、父が特養に入所しています。もう
少しつどいに出たいです。

認知症の80歳の父を74歳の母がみていま
す。自分が実家に行った際、母が外出中だと、
２分おきくらいに「ばあさんはどこに行った
のか？」と聞いてきます。まだ、犬を散歩に
連れて行っても戻ってこれるのでよいです
が、今後はどうなっていくのかと心配です。

老々介護が心配
●愛知県　Ｉさん　50歳代　男性

私の念願であった、若年性認知症支援コー
ディネーターが県内の認知症疾患医療センタ
ーにひとりずつ９ヵ所配置され、今年度より
スタートすることが決定しました。７年前に
57歳でアルツハイマー型認知症を発症した妻
を介護している私は、周知用のパンフレット
を手にして、嬉しくて嬉しくてたまりませ
ん。

発症当時、専門支援部門がなかったため、
私は不安とわからないことだらけで迷走し、
奈落の底にいたようでした。平成24年にオレ
ンジプランを知り光明が差し、各方面に専門
支援窓口の必要性を訴え続けた私は、妻に最
高のプレゼントができたと感じています。

医療・福祉・就労の関係機関と家族とのつ
なぎ役として生活全般をサポートするコーデ
ィネーターに期待しますが、難しい職務です
ので、息切れしないよう、スローペースで頑
張ってもらいたいです。

念願の専門支援窓口
●新潟県　Ｅさん　60歳代　男性

つながりが必要
●千葉県　Hさん　70歳代　女性

夫は認知症と診断された時は元気で普通の
生活が送れていましたが、今年２月末にインフ
ルエンザにかかり、３月になって肺炎で入院しま
した。退院後あっという間に進んで要介護１に
なり、週２回デイサービスに通っています。車も
手放し、本人も元気がなく、私も落ち込んでい
ます。つながりが必要と思っています。
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