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―― 今 月 号 の 内 容 ――
経過報告
・７月交流会の様子
・若年性認知症デイサービス見学その６ （若年認知症社会参加支援センター「ジョイント」）
・拡大理事会 （大いなる反省）
・都立家政阿波踊り前夜祭参加 （ビーズ細工のお披露目）
ちいたびサロンの様子 （試行実施中）
今後の予定 （はみ出し企画その４「夏だ！みんなでバーベキュー！」他）
その他 （オラクル有志の会ボランティア基金からの助成決定）、投稿欄
８月交流会のご案内
○前半: ◆お客さんいらっしゃい！（
「ともに」
「ピアところ」のみなさん他）
◆みんなで楽譜をつくりましょう。
みんなの合奏で誕生日会を祝うことをめざして！
○後半: （本人）みんな音楽大好き。クワイアチャイムの練習
指導者：高山さん
（家族）専門職を交えた情報交換
2014 年 ８月 ９日（土）午後 2 時～5 時
会場：マイルドハート高円寺・地域交流スペース

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
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ちいたび会

＜＜ 経 過 報 告 ＞＞
■７月交流会の様子（７月 12 日、於「マイルドハート高円寺」
、本人６名含む２４名参加
他に講師、ゲスト、見学者各１名参加（総数 27 名）
）
ちいたび会の交流会は昨年６月にプレ
実施、８月に正式スタートしたので、おか
げさまで２年目を迎えることとなります。
ということで今回の交流会は１年間の振
り返りです。題して「あんなこと、こんな
こと、あったでしょう♪」
スクリーンに写真を映し、理事長と事務
局長が掛け合いで紹介。入会の時期はまち
まちなので知らないものもあったと思い
ますが、みなさんとても興味深そうに見て
くださいました。
皆さんに感想をお聞きすると「本人が毎回楽しみにしている」などうれしい発言も。
いちご狩りなどみんなで出掛けたことが特に楽しかったとの声が多かったので、今後も
張り切って企画したいと思います。
飛び入りゲストとして、北海道出身のシンガーソングライター＆ギタリストの PETA
（ペータ）さんもライブの合間に歌いに来てくれました。
（ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ http://www.petahouse.com/）
恒例の誕生日会も２巡目突入です！今回
は３名おめでとう！ 後半は本人組と家族
組に分かれ、本人組はクワイアチャイムを
やりました。家族組は情報交換です。
◇家族組の情報交換であったお話から
＜本人の様子など＞
○パソコンでログインして操作することが困難になってきた。やり方を教えてもらった。
○症状の進行についてわかっている部分と気づかないうちに進んでいる部分があるのだと今日気づ
いた。普段買い物をしないため気がつかなかったが、お金を数えられなくなっていた。
○一人でお風呂に入らなくなった。場所や使い方が分からないのではないかと思う。
○私からあまり離れたがらない。
○どこに行くにも、聞くと「行く」と答える。
○やれるうちはいろいろやるべきと思っている。興味がなくなっていくのが進行ではないかと思う。
○お風呂は入らないのではなく、入れなくなった。手を貸し過ぎるのではなくそっと手を貸すのが良
いと思っている。できるうちは自分でさせた方がよい。
○何かをするとき必ずついてくる。５分間姿が見えなくなるようだと近づいてくる。
○今までは穏やかだったが進行したのだと感じる場面がありショックを受けた。アイスのふたを逆に
しようとしていた。病院の入浴の担当者に聞いたら入っていると言っていたが髪の毛をみると入っ
た様子はなく、分からなくなってしまった。
○外から帰ってきたりすると目の輝きがちがっていて様子がよいのかなと感じた。
○手を引いて誘導するとき以前はスムースだったのに、最近はなかなかできず症状の進行を感じた。
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＜デイサービスの利用など＞
○デイサービスには行きたくないと言っている。私としては一日のデイに本当は入ってほしいが、な
かなか見つからない。一日ずっと一緒にいるだけだとストレスもある。
○無理にではなく、気持ちよくデイに行ってもらいたい。
○通っている若年デイには慣れてきているが 65 歳までという制約がある。
○若年デイと音楽療法のあるデイに通所している。音楽療法のあるデイは、他の家族会で歌を楽しん
でいたとの様子を聞いて、ケアマネに紹介してもらって利用したのがきっかけである。慣れてきた
ので音楽療法のない日も行っている。デイでは少し興奮気味の状態である。
○デイサービスには、どうしても合う合わないがある。スタッフによっての対応の違いもある。
＜今後の生活など＞
○病院、施設に良いデイがあれば引っ越しをしてもよいと思っている。
○大学病院から地域の病院に移った。主治医は引き続きみてくれる。糖尿病の治療もあるので近いと
ころの方が安心できる。糖尿病が良くなっていた。
○生命保険の加入状況が分からなかったので調べて説明してもらった。要介護度２以上だと特約で保
険料の払込が免除されると書いてあった。保険契約によって条件は異なるようだ。認知症の場合に
はどういう条件だと当てはまるのかなど契約内容を十分に確認することが必要である。

■若年性認知症デイサービス見学その６ 「若年認知症社会参加支援センター『ジョイント』」
（７月１０日、若年認知症社会参加支援センター「ジョイント」
、３名参加）
理事長、理事２名の計３名で若年認知症社会参加支援センター
「ジョイント」を訪ねました。
ジョイントでは「就労型活動・地域貢献活動の拠点」「地域の
支援の輪をつなげ、生き生きと暮らせる共生社会をめざします」
との標語を掲げ活動しています。特に就労型活動については、私
たちとしても一年間の活動を経て、自身の能力を活かすことので
きる環境づくりを進めるための道筋として、その可能性を探って
いくことの重要性を大いに感じているところです。
ジョイントでは、カードケース、ペンホルダーなどを作って新
宿区内のイベントなどで販売しています。見学当日に参加されて
いたご本人が、休日出勤も多く大変ですが、売り上げがあれば手
当も出ます。と誇らしげに説明してくれました。
さて、それではジョイントはバリバリの作業所？ というとそうではないのです。いつ
作業しているのかしら？と思わせるほど時間の流れはゆるやかで、クイズに冗談、とき
には仮装も飛び出します!? 笑顔とやりがいと自信、そして余裕にあふれていました。
案内パンフにあった「あくびする犬」の写真、そして「楽しく生きていきたい」との言葉
がとてもイメージに合っているなと感じました。
部屋には参加者がそれぞれ書いたタケノコの絵が
貼ってありました。みなさん芸達者なのでしょう。
後日、ペンホルダーがとても気に入ったので、うち
の会でも取り組みたいと技術協力を打診したところ、
材料の提供もしますよと快くお返事くださいました。
よき先例としてさらに学ばせていただきたいと思い
ます。これからもどうぞよろしくお願いいたします。
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■拡大理事会（７月１９日、於「ちいたび会事務所」、１４名参加）
○７月の交流会終了時、本人２名が一時行方不明になるという重大事故がありました。
捜索した結果、駅に行く途中のコンビニエンスストアにいるところを発見され、幸
いにもそれ以上の大事には至りませんでしたが、活動時の本人の確認体制の大きな
問題点が露呈した出来事でした。
この件について拡大理事会で取り上げ、今後の改善策などについて話し合いまし
た。今回の事故を教訓に再発防止に努め、安心して参加できる活動の体制づくりを
立て直してまいります。
＜反省点＞
１

外に出る時には１対１のサポート体制をとっているが、交流会については室内だからと油
断していたこと。
２ 前半のプログラムで時間が押したため、家族組の情報交換も予定時間を超過し、本人組活動
の終了時に戻れなかった。
（本人たちは、奥様を探しに出て行ったと思われる）
３ マイク等借用物の管理が甘かったこと。（終了後に借りていたマイクが見つからずその捜索
に気をとられてしまい、全体に目が行き届かなかった。結局は本人のどちらかが持っていった
らしく、下駄箱の上に置いてあった）
４ 捜索も系統だって出来なかったこと。
（誰と誰がどこへ行ったのか、全体把握できていない
状態だった）

＜改善案＞
１
２
３
４
５
６

交流会の際は１対１のサポート体制をとり、担当者が誰なのか明確にすること。
交流会終了後は全員が帰るまで、施設の出入口に確認要員を１名配置しておくこと。
マイクなど借用物については、責任者を定めて所在を常に意識しておくこと。
名札の裏にちいたび会の名称を明記し、連絡先電話番号を記入しておく。
万一の時に正確な捜索をするため当日の服装の特徴などを記録しておくこと。
非常時の指揮系統、連絡手段を確立しておくこと。

○その他、今後の行事開催などについて
・８月２日のサロンは、なぎさ和楽苑のセミナーに参加するためお休みとします。
・稲刈りツアー（佐野市）は尾花さんが８月上旬に現地で生育の様子を確認したう
えで日程を確定させる。（８月９日の交流会時に決定する。）
・１１月１６日の講演会について役員会を近日中におこなう。
■都立家政阿波踊り前夜祭参加（ビーズ細工のお披露目）
（７月 26 日、於「都立家政 フルーツパーラー『サンフルール』前」、8 名参加）
７月から始めた「ちいたびサロン」ではビーズ細
工に取り組んでいます。いつかは継続した販売も！
と目論んでいますが現在は準備の段階です。
そんななか、いつもお世話になっている「サンフ
ルール」の平野さんから試しにうちの店先で作品出
して様子見てみた
ら。とのありがた
い提案をいただき
まして、都立家政
阿波踊りの前夜祭で早速やらせてもらいました。
手ごたえ感じました！ありがとうございます！
（平野泰三さんのＨＰ：
フルーツアカデミー® http://fruitacademy.jp/）
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＜＜ ちいたびサロンの様子（試行実施中） ＞＞
■手作業サロン ちいたびサロン（仮称）の試行実施
ふらっと顔出して気ままに帰るもよし。ちょっとのぞいてみませんか。
気楽に集まり、みんなで取り組む！ そんなコンセプトで立ち上げました。
○日時：2014 年８月 16 日、９月６日（土） 午前 11 時～午後３時
※月２回（原則第１，３土曜日）に開催します。
○会場：ちいたび会事務所（中野区大和町 3-9-22）
○内容：
・若年性認知症の本人、家族のみなさんがいつでも立ち寄ることのできる気楽な場
・みんなでビーズアクセサリーづくりなどに継続して取り組みます。
※本人同伴でも、お一人でもどうぞ。 関心のある方はご相談ください。

■第１回サロン（７月５日、於「ちいたび会事務所」、１６名参加）
あいにくの小雨模様。何人来てくれるかな、と待
つうち、皆さん続々と到着。結局、狭い事務所は大
にぎわい。学生二人は椅子が足りずに立ったまま。
野中さん、山崎さん、ごめんなさい。
今回から取り組むのはビーズ細工。指導するのは
会員の石井智子さん。
皆さん時を忘れ言葉
も少なくなるほどに集
中。余りの静けさにＢ
ＧＭでも流した方がよ
いのではとの声もあり
ました。途中、バルーン長野さん、チャイム高山さんも顔を
出してくれまして、ふうせん、チャイムも楽しみました。
バリスタのコーヒーなど飲み放題で２００円、昼食代は実費。ということになりまし
た。それなりに楽しんでもらえたのではないかと思います。
■第２回サロン（７月１９日、於「ちいたび会事務所」、１５名参加）
今回初参加の方が８名。前回に引き続きビーズ細工も着々と
進んでいます。
昼食は近所に買い出しに行きました。狭い事務所でみんなで
食事。これがまた楽しい。
午後は半分くらいの人たち
で都立家政へお散歩に
も出かけました。
初参加の本人Ｍさん
もブレスレットづくり
に挑戦！完成させて腕
に付けて帰りました。
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＜＜ 今後の予定 ＞＞
■９月交流会のご案内
2014 年９月 13 日（土）14 時～、場所はいつもの「マイルドハート高円寺」
■はみ出し企画その４：夏はバーベキューだ！！（於 青梅市沢井）
2014 年８月 23 日（土）
アンティークレンガ・バーベキュー場「煉瓦堂朱とんぼ」
JR 青梅線 軍畑（いくさばた）駅から徒歩 10 分
多摩川源流の豊かな自然に包まれたなかでバーベキュー！
電車で行きます。肉食べます。
※申込みは８月 16 日（土）までにお願いします。
■はみだし企画その５：稲刈りツアー（於 栃木県佐野市）
９月初旬から中旬に実施予定（日程調整中）。田植えツアーで自分が植えた稲は自分
で刈らねばなりません。もちろん、植えてない人も大歓迎です。
■リフレッシュ旅行（於 埼玉県秩父市）
10 月 11 日(土)12 日(日)の一泊二日。温泉、ＳＬ、龍勢祭、大宴会。お楽しみに！
■地域理解促進のための講演会（11 月 16 日（日）午後、中野サンプラザ）
■拡大理事会 誰でも参加できます。お気軽に。
原則、毎月第 3 土曜日 15 時から、ちいたび会事務所にて。
（次回８月 16 日(土)）

＜＜ その他 ＞＞
■オラクル有志の会ボランティア基金からの助成決定
サロンで使用するプロジェクターや音響機器などの導
入費用に対して助成していただけることになりました。助
成金額は 20 万円です。これで映画も楽しめるようになり
ます。大切に活用させていただきます。

＜＜ ８月交流会のご案内 ＞＞
日時：2014 年８月９日（土）午後 2 時～5 時
会場：マイルドハート高円寺・地域交流スペース
内容：○前半:
◆お客さんいらっしゃい！
昨年見学におじゃました「デイホーム太子堂」≪ともに≫の皆さん、所沢から
≪ピアところ≫の皆さんなど、多くの人が遊びにきてくれる予定です。みんな
で交流しましょう！
◆みんなで楽譜をつくりましょう。
「みんなの合奏で誕生日会を祝うことをめざして！」
○もちろんやります誕生日会（おめでとう８月生まれ！）
○後半: （本人）クワイアチャイムの練習（指導者：高山さん）他
（家族）専門職を交えた情報交換
・参加費：500 円（お茶・お菓子代などにあてます）
・初回参加時は入会不要です。気に入ったら入会してください。
・交流会終了後に懇親会も予定しています。
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事務局の窓 「ちーたー時速 100ｋｍ！！」 Vol.12
サロンは大繁盛！うれしい悲鳴です。狭い事務所が人であふれて酸欠状態。半数は外
に出掛けなきゃだめかもしれません。でも気軽に遊びにきてくださいね。
10 月のリフレッシュ旅行は今年も秩父に出掛けます。昨年知り合った龍勢まつりの流
派「愛火雲流」のみなさん、保存会事務局の長谷川さん。今宵荘の今井さん。またお世話
になります！旅にはほんとに出会いと発見がありますね。今年も乞うご期待！

投
○

稿 欄
交流会に参加して

東洋大学社会学部社会福祉学科 野中哲平

今年も大学のゼミのフィールドワークの一環として参加させていただくことになった。
先月の交流会に初めて参加してから、7 月に新たに始まったサロン、そして今回 2 回目の交
流会に参加となった。
今回の交流会では、
「1 年を振り返ろう！」と称して、スライド
を使用し、写真等を見ながら振り返りを行った。その都度理事長
や事務局長から写真の説明があり、絶妙なコメントによって終始
笑いの耐えない時間となった。また会員や家族同士も写真を見な
がら、顔を合わせて笑っているところが私には印象的であった。
後半に入る前に恒例の誕生日会。I さんと N さんと私であっ
た。シンガーソングライターの方が交流会に参加していたので、
その方にバースデーソングを歌っていただいた。こんなにも多く
の方に歌ってもらう機会はなかったので、とても幸せな時間だった。
思った以上に前半の時間がかかり、あまり時間が無い中で後半は高山さんの指導のもと、
クワイアチャイムの練習を行った。本人さんたちは前回サロンで一度経験しているためか、
すぐに手にとって得意気な顔で音を鳴らしていた方もいた（笑）。人それぞれでやりやすい
クワイアチャイムがあるようで、どの長さが一番やりやすいか試しながら、音階練習から始
まった。リズムよく鳴らすのは中々難しそうだが、簡単な曲からやっていけば、みんなで達
成感を感じることができるので、今から楽しみだ。私自身もどうしたら良い音が鳴るか研究
する必要がありそうだ（笑）。今後もよろしくお願いします！

―――――――――――――――――――――――――――

交流会の会場案内
○交流会の会場は
「マイルドハート高円寺」
地域交流スペース
（杉並区高円寺北 1-28-1）
中野駅から徒歩 10 分。
中野駅周辺再開発地域の一角にある
介護・障害者施設。
☆運営法人である社会福祉法人鵜足津福祉会
のご理解ご協力により実施しています。

☆社会福祉法人鵜足津福祉会マイルドハート高円寺 公式ホームページ
http://www.utazufukushikai.or.jp/kdk/
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♪
交流会のお手伝い、旅行会への同行など。学生、社会人、男女、経験問わず。どなたでも。

♪ 入会案内
地域のみんなで、認知症になっても普通に生活できる地域づくりをめざすための活動
の輪を広げていきましょう。
《年会費》 ４月１日～翌年３月３１日
①正会員
５,０００円
（個人・団体とも）
②賛助会員 １口５,０００円 （個人：１口以上、団体：２口以上）
③登録会員（家族等） ３,０００円
《納入方法》
① 郵便振替：払込取扱票(赤色)でご送金を（振込手数料不要） ※用紙送ります
記号番号：００１３０－２－３８６５８７ 加入者名：ちいたび会 ／ATM 送金も可
② 銀行振込：
（振込手数料はご負担をお願いします）
金融機関：西武信用金庫（1341） 本店（001） 普通預金：２０６８６２２
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 理事長 高橋惠美子
トクヒ）ジヤクネンニンチシヨウコウリユウカイチイサナタビ

―――――――――――――――――――――――――――
ご質問、お気づきの点などございましたら、お気軽に下記事務局までご連絡ください。

編集・発行

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

〒165-0034 東京都中野区大和町３－９－２２ ちいたび会事務局
ホームページ：http://chiitabi.jp/ メール：honbu＠chiitabi.jp
TEL/FAX：03-3338-6932 担当：高橋昭彦
本交流会は、
『中央ろうきん助成プログラム』による助成を受けて実施しています。
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