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　５月に植えた芋の蔓が黄色く色づき始め、収
穫の時期を迎えました。今年は、５Fと６Fの
菜園に約100本の蔓を植えましたが、天候に恵
まれ大豊作となりました。大豊作は良いことで
すが、一度に収穫すると大変なので何回かに分
けて行うことをメンバーに伝えると「何度も大
変だよ」「結構腰に来るんだよ、芋掘りってさぁ」
との反応。そうお話しするものの、菜園を前に、
長靴を履き、軍手をはめて準備万端となると、
さっきの愚痴はどこへやら、蔓をたどって一心
不乱に土を掘るメンバーの姿がありました。
「この前より（６Fより）こっちの方が大振り
な芋のような気がする」とメンバーから声が挙
がったので、「６Fは安納芋と言って拳ぐらいの
大きさが一般的で、５Fは高系 14号と言って
25cm前後になる品種です」と説明すると、「安

あしたば日記

秋の味覚！
毎年恒例の芋掘りを行いました

納芋はねっとり系の甘芋だよね」と重ねるメン
バー。そんなたわいもない話をしつつ、予定し
ていた分の収穫が終わりました。
　今日の取れ高に一同満足。気に入った芋を
持っての記念撮影も自ずと笑顔となりました。
「掘ってすぐにはデンプンが糖化していないの
で、ちょっと休ませてから焼き芋にしましょう」
と話すと、「毎年同じこと言ってるよね」との
返答。芋掘りを通し、何気ないメンバーとの掛
け合いに同じ時間と体験を共有させていただい
ている幸せを感じております。ちょっと休ませ
て “ デンプンが糖化したら ”、メンバーと一緒
に安納芋と高系 14号の味比べをするのが楽し
みです。
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“いきなりステーキ”に
 舌鼓を打ちました！

　第一部であしたばでの実践に基づいた、池田苑長による若
年性認知症支援についての総論的な講義に続き、第二部はご
本人様やご家族様に参加していただいてパネルディスカッ
ションを行いました。今回、ご本人様やご家族様にはパネラー
として参加していただいたのですが、そのため匿名ではなく、
お名前を公表しての参加をお願いしました。皆様、快く承諾
してくださいましたが、勇気のいることだったと思います。
ご本人様の「ご近所みんなで助け合うようになれば、人はもっ
と優しくなれる」という言葉から、この病気のことを社会的
なニーズにまで広げて考えてくださっているのがよく伝わり
ました。また、ご家族様からの「周囲からの理解やちょっと
した支援があれば…」との言葉は、これからの共生社会を作っ
ていくうえで多くの示唆を与えてくださいました。ご本人様
やご家族様から社会に発信していただくことで、共生社会構
築の一助になると思います。これからも生の声を多くの方に
聴いていただきたいと切に思いました。最後にパネラーの皆
様に感謝申し上げます。　　　　　　　　（レポート　福間）

「また来てくれたの？　焼き
たておいしかったからうれ
しいな」

「大盛りで !!」

「私は初めてだから楽しみで
す」

　部屋からキッチンカーが見える
ので、作業しながら見ていました
が…。ダメだ！集中できない！と
（笑）お腹を空かせておいしく食べ
るために、散歩に行くことにしま
した。
　部屋に戻ると、
「ステーキできました～！」

とうれしい便りが！
　皆さん足早にキッチンカーへ向
かいました。
「暑い中、おいしいお弁当をありが
とうございます」
「暑いのに大変ですね。また来てく
れてありがとう」

　出来たてのステーキ弁当を受け
取る際、思いやり溢れる言葉が自
然と出てくる皆さんを見て、心が
とても温まりました。
「おいしい !!」
　あっという間の完食です。
　コロナ禍で外食ができないなか、
プロが焼く出来たてのステーキが
食べられるというのは、本当に贅
沢でうれしいことです。

　9月14日（火）～21日（火）地域交流スペースにて
缶バッチの販売を行いました。今年は新型コロナウイ
ルス感染症対策のため販売する側と商品を見る側の間
にビニールの衝立を使用する等、感染症対策を行いな
がらの販売となりました。なぎさ和楽苑内各フロアー
移動も制限されているため、１Fにあるデイサービス
の職員やケアマネジャー、熟年相談室相談員、事務の
職員が立ち寄り、缶バッチを手にしてくれました。
　缶バッチは、一つ一つ丁寧に手作りし絵柄を専用の

カッターで切り抜き、缶バッチマシーンでパーツと共
にプレスして制作します。今年も「アルツハイマー
デー」の缶バッチを用意。お相撲さんやかわいい動物
の柄がとても人気でした。
　皆でお揃いのオレンジ色のTシャツを身につけての
販売は、初めは緊張した様子でしたが徐々に「いらっ
しゃいませ」と呼び込みの声を掛け、「何がおすすめ
ですか？」との質問に「この洋服にはこの色が似あう
と思います」「この柄が人気ですよ」と答えながら商
品を薦めています。購入していただいた缶バッチは身
につけたり、鞄などにつけていただけると幸いです。

　新型コロナウイルス感染拡大により、さまざまなイベ
ントが中止、延期となりました。認知症サポーター養成
講座（認サポ）も、人が集まる機会となってしまうため、
開催を見合わせていました。最近になり、ワクチン接種
が徐々に進んだことから、3密を避け、感染対策を徹底し、
講座を開催することができるようになりました。
　そこであしたばのみなさんの出番です！　受講者にお
配りしている、オレンジ色のロバさんがトレードマーク
の「認知症サポーター缶バッチ」をまた作成してほしい
と、江戸川区役所からご依頼いただきました！　感染予
防のため、直接納品に出向くことはできませんが、受講
された皆さんに喜んでいただけるよう、張り切って作成
していきたいと思います！

　江戸川区では2100年に向け“共生社会ビジョ
ン”“SDGsビジョン”を踏まえた方向性を策定し
ており、「目指すべき未来」と「その実現のため
の施策」について江戸川区民と一緒に考える「み
んなの江戸川大会議　ワークショップ編」の開催
が予定されていました。江戸川区から、家族会　
あしたば会に参加への依頼を頂きましたが、コロ
ナ禍のため、会場に集まっての開催から書面開催
に変更されています。
　あしたば会からは、「本人・家族の困りごとが
軽減され安心した生活ができている未来」を描き、
「情報機器を活用し当事者・家族が、病院や区役
所へ出向くことなく、個人の健康に関するデータ
をもとに、各種支援制度活用の可否が判定され、
希望に沿ったサービスが利用できる【介護サービ
ス基盤の整備】【事務手続きの緩和】」などを提案
しました。この会議に端を発し、認知症の方およ
びご家族への支援体制に加え、認知症予防や認知
症と診断された直後の方への就労機会の提供も含
めた取り組みに期待したいと思います。

オンライン
セミナー

なぎさ和楽苑  9月21日世界アルツハイマーデー連動企画

「地域で支えあう若年性認知症　　　　 」
　　　   　   ～若年性認知症への理解～

9月26日日

「若年性認知症の人への支援
～その人らしい日常に向けて」
なぎさ和楽苑　苑長　池田めぐみ

「ご本人とご家族がともに
いきいきと暮らすために」

第一部　講　演

第二部   パネルディスカッション　

８月25日（水）
いきなりステーキさんが来てくださいました。

Kさん

Aさん

Sさん

第2弾

あしたばメンバーによる 販売
9月21日

は世界アルツハイマーデー
江戸川区の目指すべき未来へ…

「みんなの江戸川大会議｣へ
参画しました

認知症サポーター
養成講座再開　缶バッチ納品
池
田
苑
長
よ
り
、
江
戸
川
区
の

担
当
者
へ

PART16

缶バッチ
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＜今回のテーマ＞
子どものころの遊びと SDGs

　今回は子どものころ行った遊びを思い出し
て振り返りながら、今何かと話題に出ること
も多い SDGs について、あしたばメンバー
とできることを考えてみました。

ビー玉、 ドッジボール、 野球、 めんこ、
木登り、 虫取り、 魚釣り、 ベーゴマなど

　皆さんは、 無性に甘いものが食べたくなる時
がありませんか？　それは体が非常に疲れている
時。 こころが疲れている時。 ただただ口寂しく甘い
ものがほしい時。 そんな時、 一番先に思い浮かぶ
物は何ですか？　生クリームたっぷりの色とりどりの
ショートケーキ？　一粒一粒が美しく仕上げられた
味わい深いチョコレート？　あるいは目も楽しませ
てくれる四季折々の和菓子ですか？　私の一番は、
何といっても和菓子です。
　お団子、 大福、 おはぎ、 饅頭など、 何でも好き
なのですが、 特に好きなのは、 粒あんがたっぷり
で、 しっとりした皮に包まれたどら焼きです。 そんな
美味しいどら焼きを提供してくれる和菓子屋さんが
西葛西にはあった。 皆さんもすでにご存じだとは思
いますが、 西葛西駅メトロ街の裏通りにあった和菓
子の〇〇喜です。 ○○喜は、 定番のお団子、 大
福、 おはぎなどはもちろんですが、 季節を先取りし
た様々な和菓子も素晴らしかったです。 春には桜
餅や柏餅。 夏には紫陽花をイメージした淡い紫色
の和菓子や爽やかな水ようかん。 秋には栗を使っ
た栗蒸しようかんなど、季節ごとの味覚を味わえた。
またお茶会やちょっとした手土産に利用できる、 練
りきりの上生菓子なども丁寧な仕事で評判が良かっ
た。 さらに年末にはお正月用のお餅の注文も取っ
てくれ、 大晦日近くになるとお店の前には行列がで
きていた。 おかげで我が家もお正月には美味しい
お雑煮を味わうことができた。 こんな仕事が丁寧
で美味しい和菓子を提供してくれるお店が無くなっ
てしまったことが残念でたまりません。 西葛西には、
もちろん和菓子○○喜のほかにも昔からの和菓子
屋さんがあります。 和菓子の〇長西葛西店である。
本店は亀戸天神の近くにあり、 天神様の藤まつり
の帰りに 2種類のお団子と大福を購入したことがあ
る。 味は普通です。 和菓子〇長西葛西店がひいき
のお店になるかどうかは、 もう少し時間を要するよう
です。
　さて、 閉店したお店がどうなったか気になるところ
です。 そこのビルの2 階にあった○○歯科医院が
診療施設を広げていました。 そう言えば私が住ん
でいるアパートの目の前にあった 「１００円ローソン」
も子ども向けのデンタルクリニックへ変わり、 駅の
裏側にあったイオン系のミニスーパー 「アコレ」 も○
○内科医院へ変わっていました。 これも時代の流
れか。それにしても和菓子○○喜が無くなったのは、
心から残念である。 あの懐かしい粒あんたっぷりの
どら焼きをもう一度じっくり味わいたい。

｢うつりゆくまちの風景2」

どら焼き

　共同募金への参加・協力と地域貢献への繋が
りについて説明させていただき、２日間にわたる
活動を行いました。はじめのうちは協力してくだ
さった方の胸元に赤い羽根を付けるのに緊張しま
したが、慣れてくるとスムーズに付けられるように
なり、お互いにニッコリする光景がありました。今
後もあしたばメンバーでできる地域貢献に取り組
んでまいりたいと思います。

　今、 あしたばで行っている活動は地域に出て
清掃をすることですが、 これからもメンバーに
知恵を借りながら自分たちなりの取り組みを考
え、実行することができたら良いと思っています。
また、 あしたばだけで行うのではなく、 活動を
通して地域との繋がりを深め、 若年性認知症の
方々への理解が深まるきっかけになるともっと
良いと思います。 お互いに助け合う輪が広がっ
ていくことを願って、 少しずつ活動していきたい
です。

皆さん、 子どものころはどんな遊びをされていましたか？

　たくさんの昔の遊びの話をしてくださいまし
た。 スタッフがベーゴマやビー玉などの遊び
方を聞くと、 皆さん身振り手振りを入れなが
ら、 楽しそうに説明してくださったのが印象的
でした。

　メンバーは男性が多いので子どものころは
外に遊びに行くことが多かったとのことです
が、 今は昔に比べると子どもが走り回ったり、
缶蹴りや鬼ごっこをして遊べる場所も少なく
なってしまいました。 私が育った西葛西も子
どものころは空き地などが多く、 走り回る場所
がたくさんあったことを思い出します。

自分たちでもできる取り組みは何かありますか？

食べ物を残さない、また、
残ったものを有効活用
（肥料などに） する

ごみを拾う。 小川などのご
みが詰まって流れにくいとこ
ろなどを掃除する

　皆さん、 スタッフからの問いにしばらく考えていらっしゃい
ましたが、 それぞれ自分なりにあしたばで、 あるいは個人
でできることを考えてくださり、 良い話し合いになりました。

昔より少しずつ緑が少なくなったり
海や川の水が汚れたりしています…

共同
募金

第 2 弾あしたばサミット
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それぞれの運動は、１・２・３・４・５と数えながら動かし、同じ数で戻しましょう。
呼吸は止めずに行いましょう。

今回は、首・肩周りのコリ解消する体操です

�

� � � �

� �

おうちでできる

簡単
体操

シリーズ・リハビリ③

つ
ぶ

や

き

私の ～オンラインバージョン～
あしたば
　　 カフェ ご来店

ありがとう
ございます！

　「あしたばカフェ」は若年性認知症家族会メンバー
の想いから生まれ、2015年から偶数月の第３日曜日
に開催してきました。目指したのは、ご家族とご本人
が楽しみながら活動できる場、個別に相談できて情報
を共有できる場、新規の方が気軽に立ち寄り相談がで
きる場、そしてご来店の皆様とご本人たちとの社会の
接点の場を提供することです。
　新型コロナウイルス感染拡大に伴い2020年2月開催
後は休眠状態でしたが、同年12月に「オンラインあ
したばカフェ」の開催を試み、これまで5回開催しま
した。企画運営の主体は、なぎさ和楽苑スタッフの皆
様とご本人たちです。頭を抱えてひねりだしたであろ
う内容が盛りだくさん！　バーチャル台湾旅行を楽し
み、豪華景品（？）をかけたクイズに挑戦、座ったま
まできるストレッチ体操、特に「あしたばアート」の
個性的な作品と制作者が結びついた動画はご本人たち
の活躍が印象に残り、オンラインならではの楽しみ方
ができました。

　一方、オンラインは、参加するために環境整備が必
要、ご家族は自宅から参加しても解放感が得られな
い、個別に相談したり話を聴くことが難しいことなど
のデメリットがあります。カフェ開催での一番の問題
は、オンラインはクローズの世界だということ。新規
の方が気軽に立ち寄り、直接顔を合わせて相談する、
経験談を聞くなど信頼関係を築く場の提供が難しく、
新規ボランティアの参加も望めないことです。これら
のことからオンラインを活用しながら、直接顔を合わ
せる場の提供も継続していく必要があると考えます。
　「withコロナ」の生活様式が求められるなかで、皆
様の声に耳を傾け「あしたばカフェ」が目指すものを
確認しながら、新たな活動へと繋いでいきたいと思い
ます。
　これからも皆様のご支援・ご協力をよろしくお願い
します。

ボランティア 足立静子

8月6月

「あしたばカフェ」 が目指すもの

首回し
ゆっくり、まわす。

肩甲骨を動かす
肩甲骨を内外側に出し入れ。 
腕で輪を作り、猫背に。

肩回りストレッチ
肩甲骨から肩を伸ばす。

肩上げ・下げ
力いっぱい肩をすくめる。

腕ひねり
腕を伸ばし、腕の根元
をひねるイメージで。

胸部ストレッチ
肩甲骨を中央に寄せて、
胸を張る。

肩回りストレッチ
背筋を伸ばし、肩と肘は同
じ高さで。

ボランティア
さんより

昨年の４月からあしたばに通い始めたK.I.さ
ん。趣味のひとつにプラモデル作製があり、
あしたばアートでは芸術家さながらの作品が
誕生しております。あしたばや今後のことなど
についてインタビューしました。

自分にとってリラックスできる場所、自
由な環境でいられるのが好き。制限なく
自分の好きなことができるのがいいと思
います。

今はコロナでなかなか行けないけど、落
ち着いたらメンバーのみんなでハイキン
グに行きたいです。誰でも行くことので
きる高尾山なんかいいと思う。

何もないと思い浮かばず上手く描けない
が模写はさまざまな見本があり、自分
の好きなように工夫して描けるので楽し
いと思います。“自分の好きなものを描
きたい、作りたい”という気持ちがあり、
今後はお寺、増上寺、高尾山から見た
東京の景色や古民家などの絵も描いてみ
たいです。

外に出て歩くことが足腰に良いので、賞
品を用意してウオーキングラリーなんて
楽しいと思う。みんなでよく歩く左近川
の周辺で景色を楽しみながらやれたらい
いね。賞品はクオカードや商品券なんか
を用意すればいいと思います。

このまま健康な体を維持して、認知症と
は仲良く付き合いながら楽しく生活して
いくことができればいいな。
今後もよろしくお願いいたします♪

K.I.さんにとって、
あしたばはどんな場所ですか？

今後あしたばメンバーと
やりたいことは？

絵を描いてみてどうですか？

あしたばでやりたいイベントは？

今後の目標は？ 　参加されたメンバーの誕生年について、昔を振
り返るクイズ大会を行いました。記憶の細かい部
分が曖昧になっていたりして、首をかしげる方も
多く、参加された方々は、興味津々な様子で回答
されていました。クイズ大会で頭を使った後は、
恒例のオンライン体操で、体も動かしリフレッ
シュ♪　楽しいひと時を過ごしました。

　あしたばアート紹介からスタート。試行錯誤
しながら思い描いた作品を紹介していただき、
まるで皆さんの個展に来たかのよう♪　アート
の次は絵具を使った手洗い講座を行い、全員で
感染予防の意識を高めました。最後は全員で、8
月生まれの方へ向けて誕生日ソングを唄いまし
た。ギターの音色と皆さんの合唱が響き合い、
皆さんの気持ちが一つになった瞬間でした。 

♪ ♪

♬

♫
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あしたば通信

当法人では、若年性認知症専門デイサービス 「フリーサロンあしたば」
を中心に、 若年性認知症支援事業として、 当事者および家族支援、
地域啓発に取り組んでいます。

社会福祉法人 東京栄和会 なぎさ和楽苑

＜あしたば会＞ホームページ

03-3675-1201   03-3675-1203 info@tokyoeiwakai.or.jp   https://www.tokyoeiwakai.or.jp
〒134-0088 江戸川区西葛西8-1-1　発行者／池田めぐみ

https://sites.google.com/view/ashitabakai/home

　公共交通機関に関して、主に緊急時を中心に使用の印象や
ニーズについて、オンラインでインタビューを受けました。

　元気なときでも外出中に災害に遭うと、とても不安になりま
す。災害に遭遇しても、若年性認知症の病気を持っていても、何
らかの支援を受けられる、安心できる社会になるといいですね。

　7月の開所から、さまざまなご相談をお受けしています。
ご家族からはもとより、薬剤師さんから患者さんのご相談や、
江戸川区外の方のご相談をお受けすることもあります。それ
だけ、地域に相談窓口が少ないのだと実感しています。	
　ご相談の内容は、認知症による病状についての心配ごと、
仕事を続けていきたいが病気と向き合いながら働ける場所に
ついて相談したい、同じ若年性認知症の方と過ごせる場所に
ついて知りたい、など…。ご相談内容を伺うと、ご本人が同
年代の方と穏やかに過ごせる居場所を求めていらっしゃるこ
と、そして病状の進行を少しでも緩やかにしたいというご家
族の思いを感じます。	
　今後もさまざまなご相談を受け止め、対応してまいります。
お近くでお困りの方がいらっしゃいましたら、ぜひ当相談セ
ンターをご紹介ください。	

編集後記
　令和3年度からあしたばの事務として仲間入
りしました。あしたばの皆様にはイベントの発
送作業など、諸々をお願いしたり、時には「大
量のお仕事を、今日中に」といったいささか無
理なお願いもすることがあり、それでも快く引
き受けていただいて大変助かっております。ま
た、あしたば工房の活動にも一度体験させて
いただき、共に楽しい時間を過ごさせていただ
きました。
　これからも同じ時代に生まれた仲間として助
けたり助けられたりしながら、一緒に時を重ね
ていけたらと希望しています。どうぞよろしくお
願いいたします。　　　　　　　　　　（宮内）

家族会のご案内
　若年性認知症家族会「あしたば会」へ
のご参加をお待ちしております。

【活動内容】定例会の開催
毎月 第４土曜日（原則）
なぎさ和楽苑内
13：30 ～ 15：30

　お互いの親睦を深め、悩みなどを語り
合い、交流および情報交換を行います。
ミニ勉強会、見学会など、活動内容は随
時皆さんとともに考えてまいります。

【加入対象者】
・若年性認知症の方およびそのご家族
・若年性認知症に関心があり、趣旨にご
賛同いただける方

【入会方法】
　所定の入会申込書は当法人ホームペー
ジよりダウンロードできます。
　お電話でのお問い合わせも受け付けて
おります。

－なぎさ和楽苑－
☎ 03-3675-1201 ㈹ 池田 ･ 萩原
✉ashitaba@tokyoeiwakai.or.jp

公共交通機関
に関する
調査協力
をしました！

若年性認知症
　　　 相談センターより

「電車で移動中に災害に遭い、急遽電車が止まってしまった
ら、あなたはどうしますか？　どんなことが不安ですか？」

「電車から階段を使っておりなければならないとき」
「滑り台を使っておりなければならないとき」
「線路を歩かなければならないとき」

開  催  日
開催場所
開催時間
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