事業報告資料

特定非営利活動法人若年認知症交流会
小さな旅人たちの会（ちいたび会）
平成 26 年度（2014 年度）事業実施内容の詳細について
（事業報告書 補足資料）
■ 事業の詳細実施状況（平成 26 年 4 月 1 日～平成 27 年 3 月 30 日）
１

交流会及び認知症になっても普通に暮らせる地域づくりに向けた活動

４月 11 日

○ゆめ応援ファンド贈呈式参加（東京ボランティア・市民活動センタ
ー、サロン活動への助成）他活動団体との交流機会を得る。

４月 12 日

○４月交流会 本人 6 名含む 34 名参加 於マイルドハート高円寺
ミニシンポジウム「在宅から施設・病院へ～在宅での介護に限界を感
じたとき」 ふうせんバレーボール体験 専門職を交えた情報交換

４月 16 日

○ケアラーズカフェ立ち上げ講座 8 名参加
サロンを始めるにあたって研修

４月 19 日

○拡大理事会 8 名参加
今年度の事業計画について

４月 29 日

○かわさき記念病院（認知症疾患専門病院）見学 13 名参加

５月４日

○はみだし企画その１：巨大ホームセンター買い物ツアー
13 名参加 ジョイフル本田瑞穂店

５月７日

○東洋大学訪問 活動への学生勧誘プレゼン

５月 10 日

○5 月交流会 本人 7 名含む 27 名参加 於マイルドハート高円寺
ピザづくり「生地こねて好きな具乗せてピザ作ろう！」
バルーンアートに挑戦 専門職を交えた情報交換

５月 12 日

○はみだし企画その２：ワクワク田植え体験ツアー
11 名参加 栃木県佐野市

５月 18 日

○第１期通常総会

５月 23 日

○中央ろうきん助成プログラム贈呈式
２年目の助成決定（交流会と会報誌）

５月 24 日

○若年性認知症専門デイサービス見学その５
４名参加 練馬若年認知症サポートセンター

６月 14 日

○６月交流会 本人 7 名含む 35 名参加 於マイルドハート高円寺
心に沁みるピュアな音 クワイアチャイムに触れてみよう！
手作りふうせんディスクで遊ぶ。専門職を交えた情報交換

６月 21 日

○はみだし企画その３ ～ホタル観賞会 in 青梅 11 名参加

６月 21 日

○拡大理事会 11 名参加
交流会企画案、サロンの試行実施、今後の行事開催等について

６月 22 日

○学生ミーティング＆事務所整理 学生 4 名、役員 3 名参加

於鷺宮区民活動センター

７月５日

○ちいたびサロン事業開始 16 名参加 於ちいたび会事務所
ビーズ細工、チャイムの練習、ふうせん細工

７月 12 日

○７月交流会 本人 6 名含む 24 名参加 於マイルドハート高円寺
みんなで一年を振り返ろう「あんなこと、こんなこと、あったでしょ
う♪」
、みんな音楽大好き・クワイアチャイムの練習、専門職を交え
た情報交換、シンガーソングライター ペーターさんライブ

７月 10 日

○若年性認知症支援施設見学その６ 3 名参加
若年認知症社会参加支援センター「ジョイント」訪問

７月 19 日

○ちいたびサロン第２回 15 名参加 於ちいたび会事務所
ビーズ細工、昼食買い出し、都立家政へお散歩

７月 19 日

○拡大理事会 14 名参加
行方不明になることの防止策検討、今後の行事開催について

７月 26 日

○ビーズ細工お披露目（都立家政阿波踊り前夜祭にて）8 名参加

８月２日

○なぎさ和楽苑セミナー参加

８月９日

○８月交流会 本人 7 名含む 30 名、ゲスト 21 名参加
お客さんいらっしゃい！（デイホーム太子堂「ともに」、「ピアとこ
ろ」
、
「中野区伝統工芸保存会」）、みんなで楽譜を作りましょう、クワ
イアチャイムの練習、専門職を交えた情報交換

８月 16 日

○ちいたびサロン第３回 17 名参加 於ちいたび会事務所
ビーズ細工、昼食＆高円寺買い出し、高円寺氷川神社散策

８月 16 日

○拡大理事会 9 名参加
交流会の振り返り、次回交流会の企画、11 月講演会について、マス
コミ等取材依頼への対応について

８月 23 日

○はみ出し企画その４ ～夏はバーベキューだ！ in 青梅市沢井 本
人 5 名含む 22 名参加

８月 25 日～29 日

○中野区主催 NPO パネル展出展 於中野区役所 パネル＆会報誌展示

９月６日

○はみ出し企画その５ ～きっと豊作稲刈りツアー in 栃木県佐野市
本人 4 名含む 15 名参加

９月 13 日

○９月交流会 本人 6 名含む 27 名参加 於マイルドハート高円寺
ミニ講演会＆情報交換「介護サービスの種類と概要を確認してみまし
ょう」
、手作りエアホッケーで楽しもう、クワイアチャイムの練習

９月 18 日

○家族会をお訪ねして その１ 家族介護者の集い・さぎ草の会
於中野区鷺宮区民活動センター分室 2 名参加

９月 20 日

○ちいたびサロン第４回 10 名参加 於ちいたび会事務所
ビーズ細工、事務所の看板作り（ペンキ塗り）

９月 20 日

○拡大理事会 9 名参加

10 月１日

○家族会をお訪ねして その２ 東山すずらんの会
於中野区東山高齢者会館 3 名参加

10 月４日

○ちいたびサロン第５回 本人 4 名含む 13 名 於ちいたび会事務所
ビーズ細工、中野四季の森公園散策

10 月 11 日,12 日

○リフレッシュ旅行会 2014(定例宿泊旅行会) 埼玉県秩父市 本人 5
名含む 25 名参加 ＳＬ乗車、ピザづくり、グランドゴルフ、龍勢祭
龍勢打ち上げなど

10 月 18 日

○ちいたびサロン第６回 本人 2 名含む 10 名 於ちいたび会事務所

11 名

於江戸川区総合文化センター

ビーズ細工、看板作り（留め金取り付け）
、ぎょうざの満洲で昼食
10 月 18 日

○拡大理事会 8 名参加
リフレッシュ旅行会の振り返り、11 月講演会について

10 月 25 日

○フリーマーケットでのビーズアクセサリー参考出展
於井荻駅前フリーマーケット

11 月 1 日

○ちいたびサロン第７回 本人 2 名含む 8 名 於ちいたび会事務所
ビーズ細工、講演会ポスター貼り（掲示板 16 か所）

11 月２日,３日

○おためし旅行その２「満天の星と温泉ツアー in 群馬県高山温泉」
本人 3 名含む 9 名参加 りんご狩り、県立ぐんま天文台見学、温泉、
牧場で昼食

11 月８日

○11 月交流会 本人 5 名含む 26 名参加 於マイルドハート高円寺
みんなで学ぶ「いざという時に備えて～応急救護訓練」）、クリスマス
ソングの練習、専門職を交えた情報交換

11 月 13 日

○中野区長訪問 本人 1 名含む 7 名参加 於中野区役所区長室
設立後からの活動の様子の報告、活動を踏まえた要望書の提出（正し
い理解に向けた広報活動の充実、初期から軽度の若年性認知症の人が
通える受け皿づくりなど７項目）

11 月 16 日

○若年性認知症の理解と支援の輪づくり講演会 2014 90 名参加
於中野サンプラザ
第一部：基調講演 「若年性認知症と診断後の空白期間」
駒井由起子氏（NPO 法人いきいき福祉ネットワークセンター理事長）
第二部：シンポジウム 「地域での家族会活動への期待と可能性」
座長：高橋正彦医師（かわさき記念病院診療部長）
パネリスト：牧野史子氏（ＮＰＯ法人介護者サポートネットワークセ
ンター・アラジン理事長）、駒井由起子氏（ＮＰＯ法人いきいき福祉
ネットワークセンター理事長）、中大路静世氏（家族介護者の集い・
さぎ草の会代表）
、石井智子氏（中野区在住）

11 月 18 日

○若年性認知症の理解促進のための活動 東京都小規模多機能型居宅
介護協議会での講演（理事長） 於おたけの郷

11 月 20 日

○若年性認知症の理解促進のための活動 ピアところでの講演（理事
長） 於小手指ギャラリーエバー

12 月６日

○第８回ちいたびサロン 本人２名含む８名参加 ちいたび会事務所
午後は荻窪の大田黒公園散策

12 月 13 日

○12 月交流会 本人 9 名含む 37 名参加 於マイルドハート高円寺
マイグラス作りに挑戦 クリスマス「歌おう、踊ろう、奏でよう！」
鹿児島からのゲストも 専門職を交えた情報交換

12 月 20 日

○第９回ちいたびサロン 本人２名含む 11 名参加 ちいたび会事務
所 バンダナ布の下準備 マイグラスの梱包、発送 近所のお店のお
いしいお寿司と揚げ物が好評

12 月 20 日

○拡大理事会 ７名参加
11 月実施の各事業についての振り返り

平成 27 年
１月 10 日

１月 17 日

3 名参加

○１月交流会 本人 9 名含む 35 名参加 於中野区立商工会館
「今年も元気に！外は寒いので室内で体を動かそう特集」大好評手づ
くりエアホッケー大会 ボッチャ 専門職を交えた情報交換
○第 10 回ちいたびサロン

５名参加 ちいたび会事務所

１月 17 日

○拡大理事会 ９名参加 日帰り旅行会、助成金申請について

２月５日

○東洋大学社会福祉学科フィールド活動報告会 ５名参加

２月 14 日

○２月交流会 本人 8 名含む 38 名参加 於中野区医師会館
ちーたーマーク入りのバンダナ作り（型染め体験）外出の時の目印に
作成 ボーリング 専門職を交えた情報交換

２月７日

○第 11 回ちいたびサロン ９名参加 ちいたび会事務所
アクセサリー作りのビーズ等の仕分け

２月 21 日

○第 12 回ちいたびサロン 13 名参加 世田谷区玉川区民会館
東京都若年性認知症総合支援センター主催の講演会に出かけました

３月１日

○東洋大学生追い出し会 学生４名、加山先生含む 13 名
於「サンフルール」学生たちの活動に感謝し前途を祝しました

３月１日

○拡大理事会 ９名参加 於「サンフルール」
振り返りと来年度の事業について

３月７日

○第 13 回ちいたびサロン

３月 14 日

○リフレッシュ日帰り旅行会 本人９名含む 33 名 静岡市
いちご狩り、日本平動物園見学 帰路富士山に虹が

３月 21 日

○第 14 回ちいたびサロン

３月 21 日

○拡大理事会 ８名参加 振り返りと今後の予定について

２

６名参加 ちいたび会事務所

４名参加 ちいたび会事務所

会報誌の発行

2014 年５月号（Vol.7）
（４月 30 日発行）

○表紙写真：ゆめファンド授賞式
経過報告（４月交流会の様子など）今後の予定、その他
事務局の窓「ちーたー時速 100ｋｍ！！」Vol.9

2014 年６月号（Vol.8）
（５月 31 日発行）

○表紙写真：ピザづくりで笑顔のご夫妻
経過報告（５月交流会の様子など）
、今後の予定、その他

2014 年７月号（Vol.9）
（６月 30 日発行）

○表紙写真：ふうせんフリスビーに興じる真剣な眼差し
経過報告（６月交流会の様子など）
、今後の予定、その他

2014 年８月号（Vol.10）
（７月 31 日発行）

○表紙写真：コスプレ男女、これだーれ？
経過報告（７月交流会の様子など）
、今後の予定、その他

2014 年９月号（Vol.11）
（８月 31 日発行）

○表紙写真：窯焼き手作りピザをほおばる姿発見！
経過報告（８月交流会の様子など）
、今後の予定、その他

2014 年 10 月号（Vol.12）
（９月 30 日発行）

○表紙写真：田んぼで稲刈り男性陣
経過報告（９月交流会の様子など）
、今後の予定、その他

2014 年 11 月号（Vol.13）
（10 月 30 日発行）

○表紙写真：龍勢まつり ちいたび会の龍勢、空高く！
経過報告（10 月旅行会の様子など）、今後の予定、その他

2014 年 12 月号（Vol.14）
（11 月 30 日発行）

○表紙写真：おためし旅行（紅葉とひつじ男）
経過報告（11 月交流会の様子など）、今後の予定、その他

2015 年新年号（Vol.15）
（12 月 31 日発行）

○表紙写真：クリスマス会にひげおやじ登場！
経過報告（12 月交流会の様子など）、今後の予定、その他

2015 年２月号（Vol.16）
（１月 31 日発行）

○表紙写真：我らが看護師 ○○理事！
経過報告（１月交流会の様子など）
、今後の予定、その他

＜若年性認知症の理解と支援の輪づくり講演会 2014 の概要＞
2015 年３月号（Vol.17）
（２月 28 日発行）

○表紙写真：ちーたーバンダナができました♪
経過報告（２月交流会の様子など）
、今後の予定、その他

2015 年４月号（Vol.18）
（３月 31 日発行）

○表紙写真：笑顔でイチゴ狩り 美味しい～♪
経過報告（３月旅行会の様子など）
、今後の予定、その他

