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―― 今 月 号 の 内 容 ――
経過報告
・８月交流会の様子（「ともに」「ピアところ」ご一行様見学！）
・はみ出し企画その４「夏はバーベキューだ！」
・ちいたびサロン（第３回）
・その他（なぎさ和楽苑セミナー参加、中野区主催 NPO パネル展出展ほか）
今後の予定
・はみ出し企画その５ 「きっと豊作稲刈りツアー in 佐野」（9/6）
・リフレッシュ旅行会 “ちいたび会の「龍勢」が天高くに舞い上がります”（10/11,12）
・その他（拡大理事会ほか）
月例交流会（９月）のご案内
2014 年 ９月 13 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（杉並区高円寺北 1-28-1）

ちいたびサロンのご案内
2014 年 ９月 20 日（土）午前 11 時～午後３時
会場：ちいたび会事務所（中野区大和町３－９－２２）

若年性認知症の理解と支援の輪づくり講演会
2014 年 11 月 16 日（日）午後２時～５時
会場：中野サンプラザ ７階 研修室１０

投稿欄、事務局の窓「ちーたー時速 100 ㎞！！」
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 ＞＞
■８月交流会の様子（８月９日、マイルドハート高円寺、本人７名含む３０名
他にゲスト２１名 総数５１名参加）
今回は「お客さんいらっしゃい！」と銘打つほどに多く
《ともに》のみなさん
のお客様をお迎えしました。
昨年１１月に見学におじゃました「デイホーム太子堂」
《ともに》から本人８名を含む１５名、所沢の家族会《ピ
アところ》から４名、中野区伝統工芸保存会から２名。さ
らには昨年度関わってくれた東洋大ＯＧの本橋さんも顔を
出してくれました。
さて、ゲストも含めたかつてない大賑わいの中で取り組んだの
が、大きな楽譜づくり。ちいたび会で最近始めたクワイアチャイ
ム（2014 年７月号（Vol.9）参照）。練習するには楽譜が必要とい
うことでの作業です。三手に分かれて、それぞれ音符の枠を書く
人、塗りつぶす人、音名を書く人…と分業して取り組みました。
ゲストのみなさんも一緒です。
みなさん思いのほか器用で素
晴らしい出来栄えとなりました。
《ともに》のみなさんにはクワイアチャイムが初めて
なので、別に楽器体験をしてもらったのですが、あっと
いう間にマスター。最後には演奏を披露してくれるまで
になりました。チームワークの素晴らしさに脱帽です。
ゲストの皆さんとは、これからも様々に交流していけ
ればと思います。
わいわいガヤガヤ。普段とは異なる雰囲気のなかで前半が
終わり、恒例の誕生日会。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。
今回は、前回の反省に基づき、マンツーマンの体制をとり、
終了時には出口に担当をおくなどして、無事終了しました。

◇家族組の情報交換であったお話から
＜最近の本人の様子など＞
○デイサービスの間（10 時～１６時まで）トイレに行かない。失禁はないが心配である。デイ等で
トイレに行けないのは他所にいるからという感覚からなのだろうか。
○外出時には多目的トイレを使用しているが、最近トイレ内の他の器具を触ってしまい困っている。
家のトイレでは大丈夫である。
○本人はとにかく自分を探す。庭にいると探す。居室にいる時も姿を追う。いつも連れ立って歩くの
で近所からは「仲いいね」と言われる。
○一人になる時間が欲しいと感じる。最近は先に寝ていてねと言うと、先に寝てくれるようになった。
○一人で体を洗う等出来にくくなっているがお風呂には入りたがる。
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○自分の名前がスっと言えなくなってきた。
○一緒にいないと寝ない。
○孫に対して興味を示さない。水分がなかなか摂れない。食事が遅くなってきた。自分を常に探して
いる。5 ヶ月前と違うのがはた目にもわかる。
＜胃ろう、経管栄養について＞
○最近症状が悪化。ショートステイで食べず病院から紹介されて、病院に直つながる介護付き有料老
人ホームへ入所。末梢点滴をしていて口からは食事が出来ない状態。不安である。
○食事がだんだん喉を通らなくなってくると胃ろうをつくるという選択肢が出てくる。点滴だけでは
必要な栄養量が摂れない。体力を維持するための治療方針として胃ろうがある。
○診断があってから 15 年を越えた。口から食べていたが現在は鼻からの経管栄養状態となった。入
院中であり、治療の一環であることで承諾した。
○体力が落ちると途端に抵抗力が落ちることになるので、栄養を入れないとみすみす亡くなるのを待
つ状態になってしまう。全く栄養補給の処置をしない病院もあるが、亡くなる時にはミイラ化して
しまう。それは果たして老衰と言えるのか・・・。
○最終的には家族が判断するしかないのだが、栄養補給のための方策を全く何もしないかどうかはじ
っくり考えた方がよいと思う。ただ、以前のように胃ろうを積極的にするという世の中、時代では
なくなった。
＜疾病や進行した症状への対応などについて＞
○多くは認知症で亡くなるわけではない。誤嚥性肺炎等他の病気があれば、そちらの治療をしっかり
とすることは重要である。
○今でないと検査出来ないと思うので、いろいろと予定している。前立腺等不安がある。
○片耳が聞こえにくい様子で通院するが治療法はない状態。耳が聞こえなくなるとコミュニケーショ
ンが取れなくなり、また脳への刺激が届かないこととなると思うので不安である。
○聴力検査を含め検査時に検査の意味や本人への問いかけを正確に理解しているのか、という心配が
ある。検査結果の精度にも影響があるのではないかと思う。
○耳から脳への神経が潰れているから耳自体は聞こえても、その音の情報が脳へ伝わらないのではな
いかとも思っている。
○耳とアルツハイマーに効くというサプリメント、鍼治療を試している。
＜デイサービスの利用など＞
○デイサービスに通っているが、出かける時に本人が自分からなかなか離れない。上手に誘導してく
れる職員に当たるといいが、デイの職員によって対応の善し悪しがある。
○病院や施設探しについては医療と介護の連携の問題であるが、あわただしく探していると、なかな
か適切な病院または施設へ移れない。

■はみ出し企画その４ 「夏はバーベキューだ！」
（８月２３日、青梅市沢井、本人５名含む２２名参加）
場所は JR 青梅線軍畑（いくさばた）駅から徒歩 10 分。
青梅線はボタンを押さないとドアが開かないこと、「軍畑」
を「いくさばた」と読むことに
びっくりするところから楽しい
小旅行が始まりました。今回の
バーベキュー場は東京の地酒
「澤乃井」小澤酒蔵の関連施設。
お酒もおいしいと評判のところです。暑さも少し和らいだこ
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の日は絶好のバーベキュー日和。屋根のある一棟をちいたび会で独占。さっそく炭火起
こしに取り掛かります。材料も道具もそしてお酒も全部用意してくれるので楽ちんです。
自然と焼く人と食べる人に分かれた気がします。焼いてくれた方々ありがとうございま
した。
多摩川源流の豊かな自然に包まれたとても素敵なところで、肉を食べ、焼きそばを食
べ、そして川遊び。最高でした！
当日は高円寺の阿波踊りの日。帰り道、元気なＭさんたちは途中下車して人の波に吸
い込まれていきました。

■第３回ちいたびサロン（８月１６日、ちいたび会事務所、１７名参加）
５組のご夫婦、早稲田大学加瀬研究室の学生の森田さん他の参加で、またまた狭い事
務所はぎゅーづめでした。
人気の栄寿司の押しずしとコロッケ、メンチ、唐揚げの昼ご飯
を食べた後、ビーズ細工組と買い出し組の二手に分かれて行動し
ました。
ビーズ組はおしゃべり（これ重要！）しながら作品作り。
猫のストラップも新たにお目見えです。
買い出し組はサロンの看板作りの材料を買
いに「オリンピック高円寺店」へ。その後高
円寺駅南口の氷川神社まで散策しました。高
円寺駅界隈は阿波踊りを翌週に控えて華やいだ雰囲気が漂っています。
こちらの氷川神社は日本で唯一の気象神社ということで、行事の晴天を
願う絵馬がたくさんありました。
途中、後ろから自転車が迫ってきた時にかばってくれた N さん。危な
そうなものを見つけた時、あれは子どもたちが通ると危ないねと気にかける T さん。そ
んな本人たちのやさしい一面に気づくこともできた外出でした。

■中野区主催「NPO パネル展」に出展
（８月２５日～２９日、中野区役所）
中野区役所の１階ロビーで開催されました。本年１月に
引き続いての出展です。ちいたび会のパネル、会報誌を掲
示しました。入口から良く見える場所をもらえて、多くの
方が見てくださいました。
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■なぎさ和楽苑セミナー参加（８月２日、江戸川区総合文化センター、１１名参加）
社会福祉法人東京栄和会なぎさ和楽苑主催のセミナー「地域で支えあう若年性認知症」
PART８～東京都の認知症対策と若年性認知症の実際～に参加しました。
セミナーは都福祉保健局在宅支援課長による「東京都の認知症
対策」、NPO 法人いきいき福祉ネットワークセンター理事長駒井
由起子氏による講演「若年性認知症の現状と課題」の 2 本柱で進
行しました。後半の演者である駒井由起子氏には私たちの講演会
（11/16）でも基調講演をお願いしています。若年性認知症総合
支援センターでの実践を通じての若年性認知症の特徴、課題の説
明は具体性があり、特に社会性を維持する機会を持つための支援
の大切さという話が印象的でした。
■拡大理事会（８月１６日、ちいたび会事務所、９名参加）
以下の内容について話し合いました。
○８月交流会の振り返り、９月交流会の企画
○はみだし企画について（その４：夏はバーベキューだ！、その５：稲刈りツアー）
○１１月の講演会について
中野区、杉並区、東京都、中野区医師会、中野区社会福祉協議会に後援名義の使用
承認申請中。承認がおりたらポスター印刷。掲示につき川村さんから協力の申し出
をいただきました。
○マスコミ等取材依頼への対応について
相手の取材への向きあい方、時間の余裕の有り無しなどの条件によっては取材を
受けることが大きな負荷になりかねない。会としては基本的に協力する方向で考え
たいが、相手を知り向こうからも理解をしてもらったうえで取材に応じたいので、
取材依頼があった際にはまず交流会を見学してもらい、その後の取材に応じるかど
うか検討するという手順をルール化し、相手に伝えることとします。

＜＜ 今後の予定 ＞＞
■リフレッシュ旅行会（於 埼玉県秩父市）
10 月 11 日(土)12 日(日)の一泊二日。ＳＬ乗車、ピザづくり、
グランドゴルフ、龍勢祭、温泉、大宴会…。お楽しみに！！
※10 月の交流会はリフレッシュ旅行会のためお休みします。
■はみだし企画その５：稲刈りツアー
（９月６日（土）、於 栃木県佐野市）
早いものでもう稲刈りとなりました。生育良好のようです。
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。
■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９月 20 日(土)）
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■次回月例交流会のご案内（９月）
日 時：２０１４年９月 13 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（７ページの案内図参照）
内 容：○前半：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」
（講師：しらさぎ桜苑相談員 白岩裕子氏）
○もちろんやりますバースデイパーティー
○後半：バルーン長野さんと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（新たな楽器も加えて）
・参加費：500 円
・気に入ったら入会してください。それまで年会費不要です。
・交流会終了後に懇親会も予定しています。
■手作業サロン「ちいたびサロン」 試行実施中！
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。
みんなでビーズアクセサリーづくりなどにも継続して取り組みます。
日

時：月 2 回（原則第１，３土曜日）開催
次回は、２０１４年９月 20 日（土） 午前 11 時～午後３時
《注意》9 月 6 日は「はみ出しツアーその 5」のためサロンはお休みします。

会

場：ちいたび会事務所（中野区大和町 3-9-22）

・参加費：飲み物代 200 円と食事代（実費）
・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。
■若年性認知症の理解と支援の輪づくり講演会
日 時：２０１４年 11 月 16 日（日）午後２時～午後５時
会 場：中野サンプラザ 研修室（中野区中野 4-1-1 7 階 研修室 10）
対象者：若年性認知症の本人・家族、地域住民、かかりつけ医、
行政関係者、地域包括支援センター職員、介護従事者等
テーマ：若年性認知症の場合、発症により職場を去り、高齢者の多いデイサービス等
にもなじめず、結果として活かせる能力がありながら家庭内で孤立している
例など、診断からサービスに結び付くまでの期間が長いことが多く、課題と
なっている。
第一部の基調講演では、そうした若年性認知症の特性と診断後の空白期間に
ついて掘り下げる。
第二部では、認知症を支える地域の輪づくりを進める観点での家族会活動へ
の期待と可能性について様々な立場から意見を聞く。
プログラム
◇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）他
☆参加の申し込みなどは、ちいたび会事務局 まで
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事務局の窓 「ちーたー時速 100ｋｍ！！」 Vol.13
《速報》８月３１日に秩父市吉田町の椋神社にて抽選会があり、理事
長が当たりを引きあて、
「龍勢」を打ち上げられることになりました！
関わる人みんなのさまざまな思いを乗せて、ちいたび会の龍勢
「秋空に咲くちいたび会赤煙の花」が天高くに舞いあがります！
「愛火雲流」のみなさんよろしくお願いします。
難しいこと、課題、いろいろありますが、やっぱり楽しいちいた
び会でいきたいと思います。厳しい暑さも峠を越したようですが、
体調管理に気をつけて、秋も元気にみんなで楽しみましょう！

投
○

稿 欄
クアイアチャイムへの挑戦

東洋大学社会学部社会福祉学科 阿戸匠

6 月からお世話になっているちいたび会では現在、交流会でクアイアチャイムの
練習が行われている。6 月の交流会で披露して頂いたクアイアチャイムの演奏を聴
き、
『是非ちいたび会もクアイアチャイムに挑戦できないか』ということで 7 月の交
流会より購入したクアイアチャイムを用いて演奏に向けて練習が始まった。一同ク
アイアチャイムに興味津々であり、どのような音が鳴るのか早速鳴らし音の美しさ
に驚く様子や、自身が鳴らした音に酔いしれ満足気な笑みを浮かべる様子が見られ
た。自分も交流会で聴いた演奏と同じ様にチャイムを鳴らすことができると思うと
皆と同じくチャイムに夢中になってしまった。
自分たちが作製した楽譜も工夫されており、模造紙に大きく色とカナの入った音
譜が描かれていて、とても見やすくわかりやすいと感じた。また、早くもチャイム
を鳴らすコツをつかむ方も現れ、ちいたび会のクアイアチャイム演奏会までの道の
りは遠くないと感じた。しかし初めての楽器を使うこともあり、一同タイミングを
把握しきれていない様子も見受けられたが、練習は今始まったばかりである。これ
からゆっくりじっくりとクアイアチャイムを体得していきたい。自分も誰よりもい
い音が出せるように頑張って練習しようと思った。
楽譜作り、担当するチャイム決め、音階練習、すべてが一から始まったが、そのす
べてがやがて集大成し、最後にどのような演奏ができるのか、とても楽しみである。
いつか自分たちが交流会で見た演奏の様に、大勢の人たちの前で演奏し歓声を浴び
ることが今の自分のちいたび会での目標である。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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