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―― 今 月 号 の 内 容 ――
経過報告
・１１月交流会の様子（みんなで学ぶ「いざという時に備えて～応急救護訓練」）
・ちいたびサロン（第７回）
・若年性認知症の理解と支援の輪づくり講演会 2014
・おためし旅行その２「満天の星と温泉ツアー」
・中野区長訪問 他
月例交流会のご案内
2014 年 1２月 13 日（土）14 時～17 時

ちいたびサロンのご案内
2014 年 1２月 ６日（土）
、20 日（土）11 時～15 時

その他の予定
・日帰り旅行会（3/14 いちご狩り、日本平動物園）
・拡大理事会（12/20）
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 ＞＞
■１１月交流会の様子（１１月８日、マイルドハート高円寺、本人５名含む２６名参加）
今月のイベントは、「いざという時
に備えて～応急救護訓練」
杉並消防署から講師をお迎えし、心
肺蘇生法、ＡＥＤの使用方法などにつ
いて教えていただきました。
まずは倒れている人を発見したと
きの対応を学びます。声掛け、周りの
人への協力要請（人を指定して救急車
とＡＥＤを依頼する）、呼吸の状態を
見る、そして心臓マッサージと続きま
す。心臓マッサージはなかなかハード
で力が要ります。汗をかく人も。
次にＡＥＤの使い方。機械が音声で
案内してくれます。基本的にその指示通りにやればいいのですが、人形
相手とは言え結構緊張します。
救急隊に引き継ぐまでの初期対応で生死が分かれることもあると言
います。今回の体験が役に立つ場面はないほうがよいですが、いざと 講師の四十八願（よいなら）さん
いう時には思い出して、がんばりましょう。
実習に続いて質疑応答。若年性認知症で起こりうる状況について質問がありました。
○てんかん発作を起こしたら？
・・・何かを噛ませるとよいと言われているが、窒息させてしまうようなこともある
ので無理に噛ませなくても大丈夫。倒れてどこかにぶつかったりしないよう注意す
る。救急車は呼んだ方がよい。
○暴れたりして手におえない場合にも搬送してくれるのか？
・・・救急隊のほうで状況判断して対応するので考え過ぎず救急車を呼んで構わない。
行動が激しく自傷他害の恐れのあるときには警察に連絡をとり対応することもある。
措置入院となる場合もある。
休憩をはさみ恒例のバースデイパーティー。11 月はお誕
生日の人が５人もいるのに欠席者が多く残念でしたが、事
務局長、山崎さんが代表してローソクを消してくれました。
その後、ちょうどこの日がお誕生日の岩崎さんが遅れて参
加。滑り込みセーフで追加のお祝いをしました。高山さん
の素敵なピアノ演奏の中で美味しくケーキを食べました。
後半は、家族組は別室で情報交換。本人組は来月に備えク
リスマスソングの練習です。
◇家族組の情報交換であったお話から
＜本人の様子など＞
○状態に波がある。自分がお見舞いに行くと機嫌がいい。
○家ではずっとしゃべっている。不機嫌になると暴言の連続でとて
も疲れる。
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○かなり進んでいるように思う。単語が出てこなくなっている。本人もイライラしている様子。
○おしゃべりが少なくなった。自分から話を組み立てて話をすることがなくなった。
○「うん」
「そうだね」
「いいよ」など相槌を打ちながら話をさせるようにしているがなかなかうまく
いかない。
○一人での留守番は難しい。少し出かけるときも一緒。それが少しストレス。
○病院の先生に介護の限界が近づいていると言われ個室へ移動。薬を減らしてくれている。数日前に
脳痙攣を起こした。てんかんだろうと診断された。
○4 日に 1 回お見舞いにいっている。状態はまあまあ落ち着いている。
○エアコンのコントローラー、ナースコールを壊してしまう。コントローラーは隠したがナースコー
ルはどうすればよいかと悩んでいる。
○交流会を「あと何日かなぁ」と言って楽しみにしている。デイサービスは木曜と土曜の週 2 回で、
他に歩行訓練が火曜日にある、他は自宅にいる。
○デイサービスの方から落ち着いてきたと言われた。
○デイサービス行きたがらない。少し興奮気味になってしまう。
○午前中は歩いている、デイサービスに行くことは嫌がらない。以前は興奮していたけど今はお任せ
している。
○電車の利用が難しい。周りに人がいるせいか興奮気味になってしまう。周りの人も嫌な顔をする。
車も蹴ってしまう。
○歌が好きで孫と一緒に童謡をよく歌う。昔の曲をよく歌う。最近は「アナと雪の女王」の歌が何回
も聴こえてくるからか歌っている。何回も繰り返すとよいのかなと感じている。
○会社や大学の人との集まりに行きたい様子であるが、会社のことなどが全く分からないのでどうす
ればいいかわからない。
○家に会社の人が８人くらい来てくれた。話に加わることは出来ないが嫌ではなさそうであった。
○肺気腫の恐れがあるのでたばこは止めた方がいいのだけれども、いきなり止めるのはイライラして
しまうことになると思うので徐々に減らしていくほうがいいと思っている。
○お酒を飲んだ後に家でイライラしている様子がある。飲む量を少なくした方がいいのだと思う。
○トイレの回数が多くて大変。
○よく歩く。
（1 日、1 万 2000 歩）
＜要介護度の区分変更申請など＞
○症状が進んでいると思ったら認定の見直しを考えた方がよい。住宅改修の費用などが対象になるこ
ともある。
○自分で歩くことはできるがとにかく見ていないといけないのが大変。そうした面を要介護度の認定
調査の際にはみてもらいたい。
○認定調査する側も人なので調査の癖はある。
○お風呂やトイレを１人で出来るかといえば確かにそうなのであるが、本当にはちゃんと出来ていな
い。それを調査員に伝えるのが難しい。
○介護にかかる時間（見守りも含め）を伝えるといい。
○精神面の見守りの様子をいかに伝えるかが大事。エピソードを紙に書いて伝えるようにするとよい。
具体的な事例を書けば会議でも話をしてもらいやすい。紙で伝えれば説明を本人が横で聞き傷つく
ようなこともない。
○不服申し立てよりも区分変更申請の方がいい（自費になる可能性があるから）
○保険についても自分の入っているものを熟知しておいた方がよい。進むと重度障害など保険手当が
変わってくる場合もある。
＜その他＞
○若年性認知症だと分かって過去のいろいろなことが当てはまった。当時は何を考えているのか分か
らなかった。
○民謡を取り上げてはどうか。みんな歌が好きだし、曲にも乗りやすい。お腹から声を出すので健康
にもよい。音読もいいという話を聞いた。
○耳垢がたまっているのに気付いて耳掃除をした。介護する側から見えておらず家族だからこそ見え
ることもある。それを病院に伝えることが大切。
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■第７回ちいたびサロン（１１月１日、ちいたび会事務所、本人２名含む８名参加）
みんなでビーズアクセサリー作りをした
後、お弁当を買ってきてみんなでわいわい
ランチタイム♪ 最近自分的に好評なのが O
弁当の「紅鮭弁当」。しゃけが美味しい！
午後は１６日の講演会に向けてポスター
貼りに出かけました。ポスターは中野区全
域の「区のお知らせ版」
（掲示板）に貼り出
して広報します。今回のサロンでは大和町
地域を貼り、野方地域は川村さんが貼って
くれることになりました。その他の地域は
シルバー人材センターに外注です。
あいにくの雨模様でしたが、本人２名、学生２名と理事長の計５名で張り切ってスタ
ート。大和町地域には１６カ所の掲示板があります。東洋大の阿戸くんが地図を元にコ
ース作り。また道案内も上手にしてくれ、無駄なく回ることが出来ました。
そして、本人Ｎさん、Ｔさんと東洋大の鈴木さんがポスターを貼る係、理事長はお囃
子、と役割分担もばっちりでした?! みんなでお揃いのビニールカッパを着て街中を巡り、
無事に貼り終えることができました。お疲れ様でした。
その間、留守番の女性軍はおしゃべりしながらビーズ作り。ゆっくりとした時間を過
ごしてもらえたのではないかと思います。
■若年性認知症の理解と支援の輪つくり講演会 2014
（１１月１６日、中野サンプラザ、９０名参加）
中野サンプラザの研修室に９０名
もの方にいらしていただき、若年性認
知症のことを知り、ともに考える機会
を持つことができました。
ご多忙中にもかかわらずご挨拶を
賜りました田中大輔中野区長様、鈴木
由美子中野区社会福祉協議会事務局
長様を始め、多くの方からご声援をい
ただいたことも大いに励みとなりま
した。本当にうれしく思っています。
いま地域包括ケアを推進することの重要性が言われて
おりますが、私たちの活動についても、地域の中で果たす
役割ということをしっかりと意識に入れて歩んでいくこ
とが必要なのだろうと感じています。
若年性認知症になっても普通に暮らせる地域づくり進
めていくために、家族と本人が集い交流する場として、ま
た生きがい創出へともつながる場として役割を果たせる
よう、その可能性を常に考えていきたいと思っています。
講演会当日の内容については、次号にてお伝えします。
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■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」
（１１月２日、３日、群馬県高山温泉、本人３名含む９名参加）
ちいたび会では皆で外に出掛けるということが活動の大きな柱の一つです。定例行事
として１０月の宿泊旅行、３月の日帰り旅行の２度のリフレッシュ旅行会を予定してい
ますし、それに加えて、
「はみだし企画」ということで、随時買い物ツアーや田植え、ホ
タル観賞、バーベキュー、稲刈りなどにも出掛けています。
泊りで温泉入ってというのもいいよね、という話が出て実現したのが今回の「おため
し旅行」です。ちょっと遠出しての宿泊旅行なのですが、基本、サポーターをあてにせ
ず、参加家族同士が助け合い、無理せず出来る範囲で行きましょうというコンセプトで
のツアーです。この形でどこまでできるかわからないので、今のところ「おためし」旅
行です。

さて、今回の行先は、何回か行ったことのあるＩさんからご推薦いただいた群馬県高
山村。高山村はほぼ四方を山に囲まれた小さな村で、県立ぐんま天文台があることから
も想像できますが、豊かな自然の景観と素敵な夜空を楽しめるところです。村内には天
然温泉の高山温泉もあります。その温泉の近くにコテージを借り、食事は自炊、星も温
泉も楽しもうという企画です。
今回は９人なので車はマイクロバスではなくハイエースグランドキャビン。関越自動
車道を進みます。３連休の２日目でしたが道は結構混んでいました。
一つ目の行先はりんご狩り。途中、道に迷いながら目的地の「陣平農園」に到着。山
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間にある素朴なりんご園で、陽光、シナノ
ゴールドや紅玉など様々な品種のリンゴ
があり、のんびりとリンゴ狩りを楽しみま
した。
陣平農園でキノコ、大根を入手し、地元
スーパーでさらに飲み物、鍋の材料を買い
込み、コテージに向かいました。
目的としていた星空観察の方ですが、残
念ながら今回は雲厚く断念。天文台には見
学に行ってきました。霧の天文台というの
も雰囲気あってなかなかのものでしたよ。
そのあとゆったりと温泉につかり、夜の
食事（宴会）は十分に楽しみました。
翌日は晴れ空となりました。青のキャンバスに紅葉の赤や黄色が素敵に映えます。
とてもきれいでした。お弁当を食べるために寄った牧場がまたよいところでした。思い
がけずヤギやポニーや羊たちが迎えてくれて大喜び。そしてＤさん旦那が根っから動物
好きだということがわかりました。エサやりの姿に皆感心。ほんとに面倒見いいのです。
Ｉさん奥様は年賀状の材料づくりに羊の写真をパチリパチリ。
群馬の秋を大いに満喫して帰路につきました。
■中野区長訪問（１１月１３日、中野区役所、本人１名含む７名参加）
中野区役所区長室に田中大輔区
長をお訪ねし、設立後からの活動
の様子などをお伝えするとともに、
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、
これまでの活動を通じて検討をお
願いしたい内容 7 項目をまとめた
要望書をお渡ししました。
田中区長からは、区としても認
知症対策のための取り組みを進め
ていく考えであること、また、ちいたび会の活動への参加が地域や社会との接点を持ち
ながら生活していくための入口となることへの期待などについてお話がありました。ま
た、地域の様々な人が関わっていることに触れながら活動を励ましてくれました。公務
ご多忙の中ありがとうございました。

＜ その他 ＞
■若年性認知症の理解促進のための活動
以下の機会に理事長が講師を務め、若年性認知症への理解促進活動をしてきました。
○東京都小規模多機能型居宅介護協議会（１１月１８日、おたけの郷）
○ピアところ（１１月２０日、小手指ギャラリーエバー）
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■次回月例交流会のご案内（１２月）
日 時：2014 年 12 月 13 日（土）午後２時～５時
※毎月第２土曜日
会 場：マイルドハート高円寺・地域交流スペース（下記の案内図参照）
内 容：クリスマスの雰囲気を楽しもう特集！
○前半：マイグラス作りに挑戦（協力：Ｔ・Ｈグラス工房代表 山田浩子氏）
○もちろんやりますバースデイパーティー
○後半：歌おう、踊ろう、奏でよう！
（音楽リーダー：坂下千鶴子さん鹿児島より来たる！ ＆ 髙山圭子さん）
・参加費：500 円。気に入ったら入会してください。それまで年会費は不要です。
・毎回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」 実施中！
日
会

時：2014 年 12 月 6 日、20 日(土) 11 時～午後３時
場：ちいたび会事務所（中野区大和町 3-9-22）

毎月第１、第３土曜日に開催。ふらっと顔を出
して気ままに帰るもよし。みんなでビーズアク
セサリーづくりなどしています。ちょっとのぞ
いてみませんか。
・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。

月例交流会の会場案内
○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/
―――――――――――――――――――――――――――

＜＜ その他の予定 ＞＞
■拡大理事会 毎月第３土曜日ちいたび会事務所にて（次回 12 月 20 日(土)15 時～17 時）
■３月リフレッシュ日帰り旅行会
日

時：２０１５年３月 14 日(土) ※この日は交流会はお休みです。

行き先：今年は静岡！いちご狩り＆日本平動物園見学ツアー
バス車中はみんなで歌合戦♪(^^♪
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♪ 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

事務局の窓 「ちーたー時速 100ｋｍ！！」

Vol.16

11 月 28 日に理事長のご夫君様がお亡くなりになりました。享年
70 歳。診断を受けてから 15 年、入院してから 10 年とのことです。
ご本人、また支えるご家族が、発病してからの年月の長さをどの
ように感じておられたのか、わかりようもありませんが、密葬での
理事長、またお集まりになった同じ境遇にある方々の姿をお見受け
するに、苦労、悩みを分かち合うことのできる関係の有り無しの大
きさを思いました。ちいたび会の活動の意義を改めて感じます。
謹んで亡きご夫君様のご冥福をお祈り申し上げます。
（ ）

投
○

稿 欄
サ ロ ン の 感 想

東洋大学４年 鈴木 寿季

11 月 1 日（土曜）
、
今回は雨ということもあってか普段よりも少し少なめのサロンでした。
11 時ころから着々と集まり、午前中は恒例のビーズ細工を進めました。みなさん手際が
よく、きれいでかわいい物がたくさん出来上がってきました。
お昼は前回好評だったオリジンの鮭弁当！楽しくおしゃべりしながら、おいしく頂きまし
た♪ 午後は奥様方は引き続きビーズ細工。ご本人さん、理事長、学生で 11 月 16 日の講演
会のポスター貼りに行きました。阿戸君を先頭に小雨の中カッパを着ていざ出陣。Ｎさん、
Ｔさんは私に代わって力強く画鋲を止めて下さってとても助かりました！
貼ったポスターを見て多くの方が講演会に来てくれると嬉しいです！

―――――――――――――――――――――――――――
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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