
認知症フレンドシップクラブ協賛店のご案内！

クラブの活動にご賛同いただき、メンバーの皆さまを応援してくださって

いる協賛店が、現在 1４社（店舗）あります。これらのお店では、メンバー

ズカードを提示することでクラブ特典がもらえます。クラブの発展を祈りつ

つ、ぜひこれらのお店を利用して、輪を広げていきましょう！

【協賛店】 「㈱ワールドプランニング」「北の海手箱 風(ふう)」「酒肴酒菜 掌(てのひら)」「酒と肴 ぐ～」

「和喰今昔生活酒家 文化食堂」「おいしい村 月夜のたぬき(本店)」「おいしい村 月夜のたぬき(南一条店)」

「和食ダイニング なかなか」「やきとり PUB 一文銭」「やきとり ちょっと一杯」「大安居酒屋 日の出本舗」

「地球料理 痛快食堂」「味わい 月灯り」「居酒屋 ばんらい堂」

※全店ご利用代金から 10％サービス

※※｢㈱ワールドプランニング｣は、学会会場などでの書籍直販のみ対応

※※※クラブ特典をご利用の際は、メンバーズカードをご提示ください

「新たな年の歩みだしに向けて」 認知症フレンドシップクラブ代表 井出 訓

認知症フレンドシップクラブ会員の皆様、新年あけましておめでとうございます。

昨年も、会員の皆様をはじめ多くの方々のご支援を賜り、クラブの活動を継続させることができまし

た。心から感謝申し上げます。この新しい年も、昨年以上に認知症フレンドシップクラブの発展と地

域における活動の充実を目指して努力を続けていきたいと願っております。皆様からの変わらぬご支

援を賜れれば幸いです。どうぞよろしくお願いいたします。

さて以前、アメリカに５年ほど暮らしていたことがありますが、アメリカのお正月は日本ほど盛大

ではなく、下手をすれば 2 日あたりから普通に仕事が始まります。おせち料理やお雑煮を食べなが

ら過ごす日本のお正月を、懐かしく思ったことがありました。ですがアメリカでは、むしろクリスマ

スと 11 月にあるサンクスギヴィングという大きなお休みが、日本のお正月に匹敵する雰囲気だった

ことを思い出します。留学生としてアメリカで学んでいた頃、このサンクスギヴィングをとあるファ

ミリーの家で過ごしたことがあります。そのお宅では、大きなターキーを食べながら、1 人ずつ感謝

な出来事を神様に「ありがとう（サンクス）」と祈り、それをサンクスギヴィングの慣習としていま

した。そのご家族と一緒に感謝なことを振り返りつつ、こうした感謝の習慣は、日本でも見習うべき

だなと考えたことがありました。

今年の干支は寅。頂いた何通かの年賀の中にも「今年は TRY（トライ）！」とコメントされたも

のがありました。例年、どちらかといえば食っちゃ寝をつづけてしまう私は、飲みすぎてトラにはな

っても新年の抱負を掲げることもせず、気づけば体重が 3 キロほど増えていて、あわててジョギン

グに出るような始末。そこで今年は、このフレンドシップクラブの活動を始めるに当たり、サンクス

ギヴィングのように、まず感謝することからこの一年をはじめてみようと思うのです。

昨年一年を振り返ると、個人的には 9 月に日本老年看護学会を札幌で開催し、その学術集会長を無

事に務めることができたことは、何より感謝なことでした。学会には、フレンドシップクラブのメン

バーの方々にも多数ご参加をいただき、またフレンドシップクラブのブースを展示スペースに出して

活動紹介をすることができたことも感謝でした。フレンドシップクラブの活動としては、昨年は日本

生命財団より助成金をいただけることが決まり、その贈呈式を開催することができたことも、昨年の

大きな恵みでした。こうして振り返ると、本当にたくさんの方々からの様々なご支援によってこのク

ラブが支えられていることを実感するとともに、そうした方々の思いを無駄にしてしまわぬように

と、気持ちが引き締まる思いになります。

１６２０年、祖国イギリスから 2 ヶ月余りの厳しい航海を経てアメリカ大陸に渡りついた清教徒一

団を待ち受けていたのは、厳しい初めての冬だったそうです。食べるものにも困っていた一団に、食

糧を分け与え、農作物の種を譲って作り方を伝授し、大自然で暮らす様々な方法を教えたのは、先住

民であるネイティブ・アメリカンでした。多くの仲間を失いながらも、清教徒たちは先住民にならっ

て勤勉に働き、翌年の１１月には、世話になったネイティブ･アメリカンたちを招き、初めて収穫し

た作物や山で獲った七面鳥（ターキー）などで祝いの席を開き、共に神の恵みに感謝（サンクスギヴ

ィング）したことがサンクスギヴィングの由来なのだそうです。

このフレンドシップクラブの活動も、まだまだ厳しい航海の途中にあるのかもしれません。ですが、

すでに多くの友を得、また多くの収穫をも得ているのだと思います。こうした、本当に豊かな恵みを

備えられていることに感謝しつつ、今年も一年の歩みを進めていきたいと願っております。どうぞ今

年一年、よろしくお願いいたします。

ＤＦＣほっと♪ニュース！

認知症ケアに関するシンポジウム開催のご案内
代表の井出と事務局の内ヶ島が所属する北海道医療大学の研究プロ

ジェクト（文部科学省学術フロンティア推進事業：認知症高齢者のト

ータルケアに関する学際的研究）が下記のシンポジウムを開催します。

ご興味のある方は、是非ともご参加ください。

「脳機能と認知症治療・ケアの最前線」

日時：2010 年 2 月 6 日（土）13:30【受付】～16:30

場所：北海道医療大学札幌サテライトキャンパス（ACU 中研修室 L）

札幌市中央区北 3 条西 4 丁目日本生命札幌ビル 5 階

基調講演：中川賀嗣（北海道医療大学看護福祉学部教授）

シンポジウム：「咀嚼と高次脳機能」越野 寿（北海道医療大学歯学部准教授）

：「認知症の薬物治療～その効果と限界～」中野倫仁（北海道医療大学心理科学部教授）

：「認知症の人の食べるよろこびを支えるために～脳機能をふまえた食事ケア～」

山田律子（北海道医療大学看護福祉学部教授）

※事前申込はしていませんので直接会場で受付となります（定員になり次第終了）。
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認知症フレンドシップクラブ事務局

〒061-0293 北海道石狩郡当別町金沢 1757
北海道医療大学地域保健看護学講座内

tel/fax. 0133-23-1462

現況報告（2010 年 3 月現在）

会員数:276 人，ＤＦサポーター数:46 人，認定ストアー数:7 社(店舗)，協賛店数:14 社(店舗)

編集後記

ブログで何度か登場させていただいております美人秘書??こと、田辺睦子と申します。札幌に

来て 8 年目の新札幌在住の関西人でございます。大丸に行くといまだに「ご旅行ですか？」と店

員さんに言われます。フレンドシップクラブのお手伝いをさせていただいて 2 年になりますが、

まだまだ勉強不足です。これからも頑張ります？のでどうぞよろしくお願いします。（田辺）

認知症フレンドシップクラブ事務局
〒061-0293 北海道石狩郡当別町金沢 1757 北海道医療大学地域保健看護学講座内

Tel / Fax. 0133-23-1462 E-mail. df-club@hotmail.co.jp

入場無料

定員180人



認知症フレンドシップクラブの活動報告

日本生命財団から助成金をいただきました！

日本生命財団が「認知症高齢者の予防からケアまでの

総合的な対策や高齢社会における地域福祉・まちづく

り、あるいは高齢者の社会参加のシステムづくりを目指

す先駆的事業」に取り組む団体に対して行っている助成

活動に、見事！認知症フレンドシップクラブの活動が採

択されました。

昨秋ご案内いたしましたとおり、昨年 10 月 20 日に

北海道医療大学札幌サテライトキャンパスにて「平成

21 年度ニッセイ財団高齢社会助成贈呈式」が開催され、

道内各地からたくさんのメンバー、DF サポーター、認

知症フレンドシップストアーの方々にご参加いただき

ました。

また、この贈呈式の記念講演として、当クラブの役員である大久保幸積先生（社会福祉法人幸

清会理事長）に、「地域で認知症の人を支える」と題して、認知症高齢者を地域での支えることに

ついて、実例をふまえたお話をいただきました。

クラブメンバーをはじめ関係する皆様のこれまでのご支援に改めて感謝いたしますとともに、

今後ますますの発展に向けて頑張っていきますので、これからも何卒よろしくお願いいたします。

認知症フレンドシップストアーのご紹介

認知症の人やご家族が、気兼ねすることなく安心して利用できる“認知症バリアフリー”を目

指す店舗を、認知症フレンドシップストアーとして認定して、クラブのホームページで紹介して

います。今回は、前号 No.２以降に、新たに加わった１店舗をご紹介いたします。
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成吉思汗専門店 義経 （札幌市北区北 7条西 5丁目 ℡: 011-716-6801）

家庭的な雰囲気でゆっくりとジンギスカンをはじめ季節の食材が

堪能できます！北海道大学の南側で札幌駅とも近いため、北大生や

会社帰りの方々に愛されているお店で、優しい笑顔のママが出迎え

てくれます♪通りに面したこの大きな赤ちょうちんが目印！

【クラブ特典】 旬の小鉢をプレゼント

まどべカフェ すとんぷ
月寒東 3 条 7 丁目 1-6

創作どら焼き ふくらか
本店：発寒 3 条 5 丁目 6-1

琴似店：琴似 1 条 3 丁目 3-12

活かに水産市場 いなば食品
函館市若松町 9-14
どんぶり横丁内

Farm 弦
長沼町東 1 線北 13

※クラブ特典をご利用の際は、メンバーズカードをご提示ください

前号までにご紹介した認知症フレンドシップストアー６店舗

日本老年看護学会第 14 回学術集会でクラブを紹介してきましたよ！
「日本老年看護学会」とは、高齢者の健康や暮らしにか

かわる看護の研究・教育・実践の発展に向けて、研究者や

実践者が研鑽する学会です。その 14 回目の学術集会が昨

年 9 月 26 日・27 日に札幌コンベンションセンターで開

催され、我らの井出代表が学術集会長の大任を務めました。

この会場に、認知症フレンドシップクラブも展示ブース

を出して活動を紹介してきました。また、認知症フレンド

シップストアーとして認定されている「活かに水産市場い

なば食品」さんとトマト農園の「Farm 弦」さんも商品の

展示販売をされて会場を盛り上げていました。

この場でクラブに入会していただいた方もいて、学術集会に参加されているたくさんの方々に

クラブの活動を知っていただけたと思います。

「Farm 弦」代表の谷さん♪
和田珈琲館

北 49 条東 16 丁目 7-3
仙龍

岩見沢市 7 条西 21 丁目 2-3

認定ストアー閉店のお知らせ

認知症フレンドシップストアーとしてご協力いただいていた「Quilt Cafe Ciel

（札幌市東区北 47 条東 7 丁目 1-22 TEL:011-702-3035）」さんが、閉店して

東京へお引越しされることになりました。とても残念ですが、これまでのご協力に心

より感謝申し上げます。またどこかでお会いできますことを楽しみしています。

※2 月中は、布や雑貨を半額セールしています！是非お運びください。

認知症フレンドシップクラブ主催「認知症セミナー」開催のご案内

2010 年 3 月 20 日（土）（午後 1 時～3 時）日本社会事業大学大学院教授今井幸充先生をお招きし、

「最新の認知症治療・認知症ケア」についてお話をしていただきます。みなさんのご参加をお待ちし

ています。

講演に先立ち、認知症フレンドシップクラブ平成 21 年度活動報告を予定しております。


