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認知症の人と家族がおだやかに暮らしていくために
まだ認知症が痴ほう症と言われていて、病気への理解もすすんでいなかった３０年前
から、全国の支部に先駆けて「てれほん相談」を始めた『認知症と家族の会・東京支
部』。寄せられる相談は毎年６００事例にもなっています。そうした事例やご家族の思
いから、認知症とともに暮らすまちづくりのヒントをたくさんいただきました。

大野

教子さん

（認知症の人と家族の会・
東京支部長）

電話相談やつどいに寄せられる家族の思い

・認知症であることが受け入れられない・本人との葛藤・周囲の無理解
・経済的負担・意見の相違や金銭管理による家族間トラブル・在宅介護の
限界・終末期ケアの不安など。

「てれほん相談」を始めた
１９９２年の開設当時はお嫁
さんからの相談が多かった
が、現在は単身の高齢者が多
くなり、娘さんからの相談が
大半を占めている。

認知症の人の悩み
認知症の人「本人会議」アピールより（抜粋）

・自分の衰えに自覚があり、混乱、困惑、不安、
孤独の中にいる。
・今までにできていたことができなくなり、不
自由を感じている。
・プライドを傷つけられ、自信をなくしている。
・新しいことが苦手になり、疲れやすくなった。

○ 本人同士で話し合う場をつくりたい
○ 認知症であることをわかってください
○ わたしたちの心を聴いてください
・わたしはわたしとして生きていきたい。
・わたしなりの楽しみがある。
・どんな支えが必要か、まず私たちに聞いてほしい。
・少しの支えで、できることがたくさんあります。
・できないことでだめだと決めつけないで。

認知症の人のために家族ができる１０か条

１． 見逃すな「あれ？何かおかしい？」は大事なサイン。
２． 早めに受診を。治る認知症もある。
３． 知は力。認知症の正しい知識を身につけよう。
４． 介護保険など、サービスを積極的に利用しよう。
５． サービスの質を見分ける目を持とう。
６． 経験者は知恵の宝庫。いつでも気楽に相談を。
７． 今できることを知り、それを大切に。
８． 恥じず、隠さず、ネットワークを広げよう。
９． 自分も大切に、介護以外の時間を持とう。
10．往年のその人らしい日々を。
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地域高齢者支援におけるコンビニエンスストアとの協働プロジェクト
～認知症への理解を深める研修プログラム『N-impro（ニンプロ）』の活用～

東京都の高齢者の８５％がコンビニから３００m 以内に居住しているというデータ
があるくらい、東京には多くのコンビニがあります。
高齢の方でも歩いていける距離にあるコンビニは、利用しやすく便利なことから、
年々利用者数は増えています。しかし、高齢利用者の中には認知症の症状ではないか
と思われる方も時折買い物にみえることから、接客対応について悩む店員さんも増え
ています。そうしたコンビニ店員のジレンマを事例に、大学、介護事業所、コンビニ
店舗、自治体が協働して作った産官学連携プロジェクトが「Ｎ－impro」です。

五十嵐

歩さん

（ねりまコンビニ協働
プロジェクト）

Ｎ－iｍpro の開発目的

カードゲームのルール
コンビニ、地域包括支援センター、介護事業所のス
タッフへのインタビューを行い「実際にあった事
例」を基にして構成された全 11 枚の「状況カード」
から出されたお題に対して、参加者が自分ならどう
対応するか「ＹＥＳ」「ＮＯ」カードを裏返して出
す。なぜそう思ったか意見発表で交流。正解はない
が多数の方がイラストカードをゲット。１人だけの
場合は特別カードをゲットできる。

参加者どうしで実際にカードゲームを体験してみま
した。ＹＥＳの人の意見もＮＯの人の意見も、どちら
も共感できることもあり、事例に向き合うことで地域
の現状を知り、対策を考えあうことができました。
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東京 でこの 冬初めて 雪がち らつ い

生 懸命にお 餅をつ く子ども 達。近隣 の

方々も時折加わり、今ではなかなかでき

な くなった 餅つき を体験し て喜ばれ て
いました。

外に張られたテントには、みんなで楽

しくついたお餅に、あんこやきなこやゴ

マ、おろし大根をからめて並べられ、診

療所を訪れた組合員さんや、お餅つき大

会 のチラシ を見て 楽しみに されてい た

いても理解を深めてもらえる

住民の方々にふるまわれました。

しんでもらえて、医療生協につ

日。さくらトラム（都電荒

なりました。住民の皆さんも楽

た１月

んのおかげで、大盛況の企画と

川線 ）梶原駅近 くの 、かじわら 銀座

けつけて来てくれた組合員さ

組合員室では、卵とじスープや、ふろ

朝早くからボランティアに駆

商店街 にある 東京ふれあい 医療生協

ふき大根、漬物などをボランティアの組

合員さんが作り、お餅と一緒に提供して

いました。新春だからとドクターの提案

でビールも用意され、賑やかな新春の宴

を楽しみ、おしゃべりに花を咲かせてい
ました。
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の梶原診療所前 は、朝早 くから 元気
で賑やかな声が響いていました。
荒川区にある宮の前診療所で

年前 から 始めた 餅つき 大会 を、今年
名もの組合員さんが朝早

初めて 梶原診療所 でも 開催 すること
となり、

くからお 手伝 いに駆けつけてくれま
した 。用意 したもち 米は、 フードバ
㎏。大量のもち

ンク 「あうん 」さんから 提供 して 頂
いた分と合わせて

使ってお 餅を ついていると 、興味深
そうに親子連れが立ち止ります。
「やってみるかい ？」 と 声をか け
られると、嬉しそうに杵を持ち

機会にもなりました。

東京ふれあい医療生協
専務理事 百瀬 文也さん
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米を何回 にも 分けて 蒸し、 臼や杵を

50

お餅のつき方を教わりながら、一

つきたてのお餅は大人気！通りすがりの住
民の方もつい立ち寄り、にぎやかでした。

12
30

診療所前が大賑わい

「新春餅つき大会」

その１

食後の時間も楽しく！

診療所２階の子ども食堂

梶 原 駅か ら三 ノ輪 橋方 面に 向 かっ て４

つ 先の 駅「宮 ノ前 」には、 都電 のチン チ

ン ♪と いう音 が聞 こえてき そう なくら い

目と鼻の先に東京ふれあい医療生協の

「 宮の 前診療 所」 がありま す。 ２０１ ７

年 ７月 から、 その ２階「さ くら のへや 」
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で 、子 ども食 堂「 みやまえ の家 」がス タ

ートしました。

時。運営は、ボランティア登録し

人の組合員さんが３班に分かれて当

20

開催日時は、毎月第１・第３金曜日の

時～

た

番 制で メニュ ーを 考えたり 、買 い物や 調

理 をし たりし ます 。この日 のメ ニュー は

「カレー」
。料金はこども１００円、おと

な ３０ ０円で す。 自分で食 べた い量の ご

はんをよそい、おかわりもできます。

この日は他にも野菜やきのこの炒め

物 、ゆ で卵、 デザ ートにイ チゴ と栄養 満

点 。こ こで待 ち合 わせをし て集 まるた く

さ んの 親子連 れや 、中学生 の男 の子な ど

で賑わっていました。

なるべく色々な料理に親しんで
もらいたいと、実はカレーは一年
に１回くらいしかでません。
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「みやまえの家」

その２

ご飯を食べたら「みんなでごはんをたべてたのしく遊ぼう♪」のコンセプト通
りに、食事の後は、宿題をする子、トランプをして遊ぶ子など、それぞれ自由
に楽しんでいました。時には卓球台も登場します。

荒川区内にある子ど
も食堂の中でも一番
おいしい！と言われ
たことでスタッフの
皆さんも笑顔に。

目々澤 宏治さん
（東京ふれあい医療生協組織責任者）

みやまえの家も加入している「あらかわ子ども応援ネットワー
ク」が、荒川区環境区民大賞の「まちエコ部門」で特別賞を受賞
しました。756 件の応募の中で、30 の個人や団体が受賞しました。

ここで子ども食堂を始めてから１年半経って、参加者もかなり増えてきました。
荒川区にはいくつか子ども食堂がありますが、あちこち回っている子もいるよ
うです。次の開催日やメニューが分かるように、来た子には紙で渡すようにし
ています。始めた以上は継続していくことが大事なので、補助に頼らないで運
営できるよう頑張っています。
赤松 實（まこと）さん
（「みやまえの家」代表

東京ふれあい医療生協組合員）
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コープみらい×パルシステム東京×東都生協×東京ほくと医療生協×東京ふれあい医療生協×東京都生協連
2018 年 10 月 13 日
「あだち NPO フェスティバル２０１８」

足立区 まちづくり活動トピックス!!

「あだち NPO フェスティバル」は足立区で活動
するＮＰＯ団体について区民に広く知ってもら
うために２０１１年から毎年開催されています。
９回目を迎えた今回は、足立区を拠点として活動
するＮＰＯ団体とＣＳＲ出展・協賛企業を合わせ
て過去最多の８６団体が出展し、前年並みの３５
００人が来場しました。
生協が取り組んでいる見守りやサロン活動など
の取り組みを区民に広く知ってもらい、生協と地
域で活動する他のＮＰＯとつながりを作るため
に「足立区まちづくり・みまもりたい」に参加し

当日、
「足立区まちづくり・みまもりたい」の活動と

ている生協で連携してＣＳＲ出展（地域貢献活動

各生協の地域貢献活動を掲示で紹介、資料配布も行

をしている団体の参加枠）しました。

いました。コープみらいはパン販売と試食、パルシ
ステム東京はジュース販売、東都生協はお茶販売を
行いました。無料の健康チェックコーナーでは東京
ほくと医療生協は血圧測定、体脂肪測定、握力測定
を、東京ふれあい医療生協は血管年齢測定、足指力
測定を行いました。
物販はほぼ完売し、無料の健康チェックにも大勢の
参加がありました。試食をしながら集いのお誘い、
まちづくりに興味のある方々や他団体との交流、支
援を必要とする子ども食堂と生協をつなぐこともで
きました。

足立区から生協の地域貢献活動に
対して感謝状をいただきました
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足立区まちづくり賞として、
コープみらいのキッチンペーパー
パルシステム東京のポテトチップス
東都生協のラーメンを提供しました

八王子市

コープみらい×パルシステム東京×東都生協×自然派くらぶ生協×八王子保健生協×東京都生協連
２０１８年１１月１７・１８日
「第３９回八王子いちょう祭り」にて

まちづくり活動トピックス!!

生協が連携したお祭り企画
スマホアプリを使って
実は地域の見守り・捜索模擬体験！
社団法人セーフティネットリンケージが提供する「みまもりあいプロジェクト」は、緊急を要することが起きた時
に、お互いさまの気持ちで助け合えて、個人情報を知られることなく直接連絡を取り合うことができるスマホアプ
リです。生協の共助・互助の考えとつながるところから、このアプリを生協間連携でうまく活用できないかと考え、
話し合いを続ける中で、まずは八王子市で毎年開催されるいちょう祭りで取り組んでみることになりました。「生
協のまちづくり☆八王子」メンバーが実行委員会にも参加し、参加者が楽しく捜索模擬体験ができるように、遊び
要素のあるイベントとして出展して好評でした。

アプリをダウンロードすると、顔写真や特徴などを記載
した予行演習用「捜索依頼」が届きます。

「かくれんぼ」は１日２回、合計４回スタンプ
ラリー方式で実施しました。また、一つのブー
スの中に、色々な生協のお知らせがあることで、
参加者に東京にはたくさんの生協があることを
知ってもらうこともできました。
届いた画像や情報を頼りにターゲットを探します。見つけたら呼び名で声掛けをして、スタンプを押して
もらいます。実際に協力する時も、同じように声をかけることになるのでこれも訓練です。
５人見つけたら景品のお菓子を
ゲット！！

八王子市では、すでに「みまもりあいプロジェクト」を導入しているので、かくれんぼに参加するために
アプリをダウンロードした参加者は、今後地域で見守る協力者の一人となります。
協力：社団法人 セーフティネットリンケージ
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東京南部生協×城南保健生協

２０１６年８月から東京南部生協と
城南保健生協の共催で、偶数月の第３
月曜日に開催している『うたカフェ』
。
会場となっているのは、蒲田にある
ギャラリー橋本。東京南部生協の本部
が４階に入っている建物です。

１２月ということもあり、クリス
マスソングや冬の歌をまじえなが
ら、童謡やフォークソング、演歌
など２２曲を合唱。参加してくれ
る人の中には、好きな曲がかかる
と前に出て美声を披露してくれる
方もいました。
健康チェックは『うたカフ
ェ』名物。

歌った後の野菜や果物の
即売会も大人気！

一曲ごとに、その歌の年代や関連するキ
ーワードで回想して、みんなで脳トレ。
歌いながら手も動かします。ボーカルの
横山さんの絶妙なトークで、会場は笑い
声も響きます。「歌はもちろんだけど、
横山さんのトークが楽しみなので、毎回
来るの。」と言っていた参加者の方もい
ました。

とにかく楽しく！生バンドで気持ち良く！
「回想法」も取り入れた認知症予防にも
なる『歌カフェ』です。
毎回２２～２３曲を歌い続けて１２月で１５回目を
迎えました。これまで歌った１９３曲のタイトルと
歌いだし、今日歌う曲には関連ワードが入った「歌
詞一覧」も脳にはいい刺激となっているようです。
森崎さん、横山さん、梶原さん、色川さん

初回から６０名前後の地域の人が参加し続ける人気

生演奏を担当する「フェアトレード」は、東京南部生
協組合員と、城南保健生協の職員で結成！

の居場所で、この回も７０名もの参加者で
賑わっていました。
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