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新たな地域づくりを模索するなかで、2000年5月に連

巻頭言

絡会設立についてのお誘いを受け、参加することといた

新年のご挨拶
医療法人 心泉会
ローズガーデン

しました。自治システムとしての介護保険の在り方につ

市川 勝利

いて研究会を重ね、2000年11月3日任意団体としての
連絡会を立ち上げ、2005年7月にはNPO法人格を取
得し現在に至っています。以来２０年間、介護保険は制

明けましておめでとうございます。本年もよろしくお願い
いたします。

度や報酬の改定を繰り返し、
より良いものを目指し日々
進歩を続けています。

さて、地方自治と地域福祉の在り方が叫ばれて久しく

私たち連絡会も、
「 地域と住民の生活福祉の資質向

なります。誰もが生活の拠点を定めたら、
「 最期までその

上」や「家族的な個別ケアの推進」
を目指して活動して

地域で暮らしたい」
とか、
「 家族や住み慣れた地域の人

おります。キャリア研修・ステップアップ研修等の各研修

と暮らしたい」
と思っています。そして、
その自宅が「終の

会の開催、各種講演会・シンポジウムの開催により、会

棲家」
となるであろうことに何の疑念も抱かなかった時代

員の知識や技能の向上・スキルアップを図る他、厚労省

は終わったのでしょうか。老化や認知症の発症に伴う体

や全国ネットからの情報収集や情報交換・介護事業の

力・気力の衰えにより、今までのように日常生活を送るこ

研究により、新しい情報を会員へフィードバックする等の

とが難しくなる人が多くなってきました。

活動を積極的に実施しています。

家族生活も個人の尊重が進み、子どもには子ども部

今年は特に、
より多くの方々に参加していただき、会

屋が与えられ、成長すれば別々に、
それも遠距離で生活

の活動をより活性化するため、長野県をはじめ行政の皆

することが多くなってきました。生活様式の変化が、家族

さまのご指導を仰ぎながら、平成よりもさらに飛躍する令

で担ってきた介護を病院や介護専門職に委ねることに

和の年となるよう祈念するとともに、会員皆様のご活躍

なり、
地域にとって新しい社会問題となりました。

を心からお祈りいたします。
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若年性認知症支援の取り組み

2019年

12月14・15日

長野県

若年性認知症支援コーディネーター／社会医療法人

お 知 らせ
栗山会

飯田病院

関川

台風19号 支援募金お礼とご報告

由紘

た募金活動を実施致しました。急な呼びかけにも関わらず、皆様よりご支援・ご協力

真由美さん、名古屋市若年性認知症支援センターの

をいただきましたこと、厚く御礼申し上げます。あわせて、今回の募金活動について

鬼頭史樹さんにお越しいただき、宮田村・須坂市で講

下記の通りご報告いたします。

演会を開催しました。

寄付金を
した
お渡ししま

この度の台風19号において、被災された当会員事業所様への支援を目的とし

12月14日・15日に、若年性認知症当事者の山田

2019年11月18日時点で一旦集計し、集まった寄付金90万円を、被災された

初日の宮田村では、鬼頭さんの講演と出張オレンジ

会員事業所様
（全壊の2事業所／豊野・長沼、半壊の2事業所／杭瀬下・長沼）
へ分配させていただきました。
その後も支援募金をお寄せいただき、2020年1月31日時点で

ドアを行いました。当事者の方の参加は7名、宮田村

の総額は￥1,106,161円となっております。お寄せいただいた支

周辺地域だけでなく、
「 山田さんに会いたい。」
と中信

援募金は、3月25日開催の連絡会有志による
【映画「ケアニン」

から参加する方もいらっしゃいました。
夜は小布施で
「本人ミーティングながの」の方々と旅

います。」
という言葉が特に印象的でした。2年前、
山田

館で合流し、山田さんを囲んで宴会やカラオケで盛り

さんの出張オレンジドアから始まった
「本人ミーティング

上がりました。

ながの」。
その当事者が山田さんと同じステージに上が

須坂市ではお二人の講演に加え、急遽「本人ミー
ティングながの」の当事者6名がステージにあがり、

チャリティー特別上映会】
で集まった募金と合わせて、
引き続き、
被災された会員、介護事業所の仲間への支援に充てさせていた
だきたと考えております。今後とも引き続きのご協力を、
よろしくお
被災された会員事業所様にて青年部有志による
カレーと豚汁の炊き出しを行いました！

り、強く希望を発信しました。

願い申し上げます。

鬼頭さんはSNSで
「希望のリレーは確実につながっ

認知症と診断されてからの自身の気持ちや経験を話

ている。手渡しでバトンが渡っている。」
と綴っています。

されました。
その中でも
「私、働きたいので、今頑張って

このバトンが次々につながり、認知症を抱えていても希

台風19号復興支援

映画「ケアニン」チャリティー特別上映会

望をもって生きることができ

3月25日
（水）
長野市芸術館にて、
台風19号復興支援

る、“認知症でも笑顔のまま

映画「ケアニン」
チャリティー特別上映会を開催します。開

で” そんな前向きな気持ち

場では募金活動も実施します。是非お越しください。詳細
は連絡会HPお知らせページをご覧ください。

が県内各地へ広がることを

日時：3月25日（水）
場所：長野市芸術館
入場料：学生無料・一般1,000円
■全3公演（10：30/14：30/19：30）開演

願っています。

02
11月27日

2019年

京都久御山町議会教育常任委員会
視察受け入れ
宅老所 一夢希 宮崎 智子

１１月２７日、京都 久御山町議会より議員さん数名が視
察に訪れました。
自分達の町で宅老所を実現するために、築５０年以上
の古民家を利用した「宅老所いぶき」
を、細かく質問しなが
ら真剣に見学されていました。ある議員さんは、
「 生活支援

【日程】
宅老所いぶき 視察
↓
宅老所和が家 視察
↓
意見交換会

03

長野県健康福祉部介護支援課との合同視察

12月25日

有限会社 わが家

2019年

去る令和元年12月25日、中信地区安曇野市にて、今

物にいろんな事業所を入

年も長野県健康福祉部介護支援課の方々との合同視

れて支える仕組みを構築

察と意見交換会が行われました。介護支援課より篠原課

していました。

長以下4名、連絡会からは宮島理事長以下8名の参加と
なりました。

大石 ひとみ

最 後に、有 限 会 社 宗
明会「 見岳荘 」
グループ

をしていくには、様々なニーズがあるんですね。」
「（宅老所

まず、有限会社創生活環境運

は）色々な方々が来てもいい場所ですよね。」
としみじみと

営の塩原さんの説明にて、
「 看護

託児所 よってき家」
を視察し、
いろんな支え方を見ること

小規模多機能

ができました。

話されていました。
この小さな宅老所で
感じる雰囲気をしっかり
味わっていただけたか
な、
と思いました。

集皆所ひだまり」

を視察し、医療的ケアを必要とす
る方の暮らし方を見学しました。

のひとつ、
「 企業主導型

視察後の懇談会では、来年度の連絡会の方針などを
説明し、介護支援課の方からは、現場を見るのは初めて

次に、
サンクスクリエーション合

の方もいたので、見解が深まったとお話がありました。小

同会社「サンクスさいわいの街」
を視察しました。サンクス

規模事業者の現場を見て施策に反映していけるようこれ

さんは、元ドラッグストア跡を見事にリユースし、
ひとつの建

からも続けていくことで懇談終了しました。

【日程】
看護小規模多機能
皆所ひだまり 視察
↓
サンクスさいわいの街 視察
↓
企業主導型託児所
よってき家 視察

連絡会 会員事業所様を、リレー方式でご紹介

会

員

の

取

り

No.12

組

み

今回は南信の
会員事業所様の紹介です

特定非営利活動法人 あやめ

川路宅老所さろんあやめ

（地域密着型通所介護）

〒399-2431 飯田市川路2682
TEL：0265-48-0223 FAX：0265-48-0639
Mail： saron.ayame@rmail.plala.or.jp

「あやめ」発足は、地域に高齢者のための宅老所

事務室に「介護相談センターあやめ」
が開設しました。

がほしいとの要望があり、宅老所検討委員会を立ち

平成27年4月から旧事務所の近隣に移転し、利用者

上げ、行政の支援や地元の皆さんの協力を得て、平

や家族の相談援助、
サービス調整をしています。

成16年6月18日に「特定非営利活動法人あやめ」
と

平成24年10月に、三穂地区に「三穂宅老所さろ

して法人設立に至り

んまめだに」が開所しました。現在は1３名の定員で、

ました。川路地区の

こちらの通所事業も三穂地区に根差した地域に信頼

皆さんによる協力金

される事業所となっています。

は250戸を数え、平

そして、平成29年3月に「グループホームあやめ」
が

成16年9月
「川路宅

開設しました。
「あやめ」
を立ち上げた当初“私達が年

老 所さろんあやめ」

を取っても地元で生き続

が開設されました。民家を改修した造りは居心地がよ

けたい。地域の中で自分

く、
また地域に根差した取り組みが地元に受け入れら

らしく生きていきたい。”と

れ、地域の信頼が厚い事業所となりました。定員は現

いう想いから始まったこと

在18名で運営しています。

を、
ようやく実現させる事

「川路宅老所さろんあやめ」開設から3か月後の平

業となりました。

成16年12月、現在の「川路宅老所さろんあやめ」の

今後のスケジュール
研修の詳細、
お申込みについては
連絡会 HP
（http://nagano-taku-gh.jp）
をご覧ください

2月19日…認知症ケア・上級研修（ひもときFU）
3月 1日…南信のつどい

連絡会会報誌「Viva連絡会」
のバックナンバーがホームペー
ジでご覧 頂けるようになりまし
た。ホームページ上 部 バナー

3月12日…宅幼老所ステップアップ研修 応用・共生③
3月25日…映画「ケアニン」チャリティー特別上映会

発行元

連絡会

CHECK!

「 法 人 に つ いて 」より、是 非
チェックしてみてください♪

ページ下部の
「会報誌バックナンバー」
からご覧いただけます。

特定非営利活動法人 長野県宅老所・グループホーム連絡会事務局
〒386-0018 長野県上田市常田 3-4-14 第二陽光ハイツ
TEL：0268-75-7383 FAX：0268-75-8212
E-mail：info@nagano-taku-gh.jp URL：http://www.nagano-taku-gh.jp/

