会報誌

ちーたー

201５年

1 月号

（ Vol.15）
2014 年 12 月 31 日発行
―― 今 月 号 の 内 容 ――
経過報告
・１２月交流会の様子（マイグラス作りに挑戦・大クリスマス会）
・ちいたびサロン（第８回、第９回）
・その他
月例交流会のご案内
2015 年 1 月 10 日（土）14 時～17 時
会場：中野区立商工会館３階大会議室（中野区新井 1- 9 -1）
※今回いつものマイルドハートではありません。ご注意ください。

ちいたびサロンのご案内
2015 年 1 月 17 日（土）11 時～15 時
※1 月 3 日はお休みします。

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（1/17）

自作のマイグラスでグラスキャンドル

若年性認知症関連講座リポート
・若年・軽度認知症ケア講座 ～藤本クリニックの「もの忘れカフェ」の実践に学ぶ～
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 ＞＞
■１２月交流会の様子（１２月１３日、マイルドハート高円寺地域交流スペース、
本人９名、見学者４名含む３７名参加）
今月の交流会は、クリスマス気分を楽し
もう！ということで盛りだくさんです。
＜お楽しみイベントその１＞
中野区内のサンドブラスト工房の主宰者
山田浩子氏（Ｔ・Ｈグラス工房代表）の協
力を得て「マイグラス作りに挑戦」です。
サンドブラストというのは、表面に砂な
どの研磨材を吹き付ける加工法で、ガラス
などの素材に好きな模様をあらかじめマス
キングしておき機械にかけると、すりガラ
ス状のところと透明の部分ができ、素敵な
作品に仕上がるというものです。
（表紙の写
真参照）。今回は最終工程の吹き付けは後日工房にてお願いすることとして、グラスに細
工するところまでの作業です。
さて２時になり、開会のあいさつもそこそこに、さっそくにｍｙデザインのマイグラ
ス作りの作業に入ります。あらかじめ山田さんが、星だの月だの、サンタクロース、ト
ナカイ、クリスマスリース、ベル、ハート…、マスキングするためのシールをたくさん
作ってきてくれまして、基本的にそれを透明のグラスに貼ってデザインを完成させます。
好きなシールを選んで貼るという作業は同じでも、やはり個性が発揮されます。やた
ら貼りまくっている人、逆にスペースを十分にとり天に昇るサンタクロースの様子を優
雅に描く人、細かいものを丁寧に貼る人、方向構わずスピード重視の人、ほんと様々で
す。最後に筆を使って特殊な塗料で自分のイニシャル、目印のマークなどを書き込んで
今日の作業はおしまいです。仕上げの吹き付けは山田先生の工房でやっていただきます。
出来栄えは後日のお楽しみです。
今回お世話になった山田さんですが、中野区伝統工芸保存会に所属されていて、その
ご縁から今回お手伝いしてくれることになりました。ところで山田さんの工房、なんと
本会サポーターの我らが総大将尾花さんの住まいのご
く近所ということ。尾花さんとは旧知の仲だったようで、
当日会場で会ってお互いにビックリ！。ご縁の面白さ、
地域密着の活動ならでは結びつきを感じました。
＜お楽しみイベントその２＞
「歌おう、踊ろう、奏でよう！」ということでクリス
マスソングを中心にみんなで楽しみました。当日は鹿児
島から本会会員の坂下千鶴子さんも来てくれました。千
鶴子さんは音楽の先生で、いつもの高山さんと一緒にピ
アノを弾いたり、リコーダーの
演奏をしてくれました。イベン
トの曲目は「赤鼻のトナカイ」
「あわてんぼうのサンタクロー
ス」
「聖夜」など、歌は苦手だな
2

と言っている人も何人かいましたが一
緒にリズムをとってくれていました。さ
らには、会で用意した小物で着飾っての
仮装大会（？）、ダンスショーありの豪
華なクリスマス会となりました。
休憩をはさみ恒例のバースデイパ
ーティー。１２月はお誕生日の人が
３人。みんなで祝いおいしくケーキ
を食べました。
後半は、家族組は別室で情報交換。
本人組は引き続きクリスマスソング
やそれぞれ好きな歌（愛燦燦、あの素
晴しい愛をもう一度、イムジン河・・・）
を歌ったりしました。
歌苦手！という人からは、運動系
がいい！何か作るのもやりたい！と
の声も。今後の参考にしたいと思います。ということで今年最後の交流会を終えました。
◇家族組の情報交換であったお話から
＜本人の様子など＞
○施設入所だが、肺炎を起こし何度も入退院を繰り返している。
○てんかん発作がでる。けいれん、白目になり倒れる。
○ベッドから落ちることが多くなっている。平衡感覚、視野の範囲が狭くなっているためか。
○マッサージに掛かったりして平衡感覚を取り戻している。
○何にでも醤油をかけてしまう。味覚に変化が出てきたためかもしれない。
○機嫌が悪いときは何も聞き入れてくれないこともある。
＜経済的負担＞
○入院中も施設を確保するための費用が月約１０万円かかっている。経済的な負担大きい。
○多床室では対応困難なため個室に入っている。病院の費用が月 40 万円ほどかかる。
＜デイサービスへの通所＞
○体を動かすことが好きなので、運動系の施設に体験に行き、通うことになった。施設で体を動かす
ためからか、疲れて 10 時位に寝るようになった。
○デイサービスが本人にとっても、また自分にとっても、何よりの治療だということがわかった。本
人がデイサービスに行っている間は、自分の時間だと決めている。心配事が増えてきてはいるが、
友達と電話をしたり、近所の人と話す時間が持てるようになった。
＜今後の不安＞
○デイサービスのトレーニングで体力が付いたためか外に出たがる。実際、一度出てしまったが、Ｇ
ＰＳのおかげで大事には至らなかった。今までは家の中で読書やテレビを見て過ごしていたので安
心だったが、今後は家族が少し家を離れる時でも、一人で外に行く恐れが出てきたと心配している。
○肺気腫など身体的な影響、火の始末など生活上の不安から喫煙が心配である。本人も病院から言わ
れているようだが、吸わないことのストレスなど精神的な部分もあるので、強くは言っていない。
○中心静脈栄養によって延命に近い治療をしている。病院から今後どうするか聞かれて困ってしまっ
た。延命はしないと家族は思っていたが、反応がある（目が開いたりはしている）、自分の呼吸で生
きていけている、とのことから、実際には延命を選択している。
○歯の治療をしておきたい。
＜日頃から＞
○言葉だけでなく動作でも伝えられるよう、介護の仕方に工夫をしている。
○歩けることが何よりも大事。歩くことを維持するために、日々の健康管理、食生活を考えている。
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■第８回ちいたびサロン（１２月６日、ちいたび会事務所・大田黒公園、本人２名含む８名参加）
川村さんご推奨の「あんこコーヒー」
（コーヒーにあ
んこを入れた意外性のある甘味。おいしい。）を賞味
後、紅葉狩りに行こう、ということになり、荻窪の大
田黒公園まで足を伸ばしました。
まずは腹ごしらえということで、荻窪駅の近くでラン
チ。たまたま見つけたお店でしたが、夜は飲み屋と思わ
れる店で、燻製や煮込み料理などどれも美味でした。
少し歩いて大田黒公園へ。入口を入るとイチョウの
落ち葉のじゅうたんが続き、その奥には池の周りにモ
ミジの紅葉が映えています。（夜にはライトアップさ
れるようです。）紅葉もそろそろ終わりの頃でしたが
晩秋の風情を堪能しました。
帰る頃には少し暗くなってきましたが、小道にしつらえた竹製のライトに灯りがともり、
幻想的な雰囲気も楽しめました。とても寒い日でしたが、気分はとても暖かく過ごせました。

■第９回ちいたびサロン（１２月２０日、ちいたび会事務所、本人２名含む１１名参加）
今回のサロンは、一日作業ＤＡＹ。前半は先日の交
流会で作ったマイグラスの発送作業、後半は２月の交
流会で予定しているバンダナづくりの下準備です。
工房から送られてきたグラスには、まだマスキング
のシールが貼ったままにしてあります。山田さんの提
案で、はがすときのワクワク感を楽しめるようにとい
うことでの仕掛けです。
このシールはがし作業、意外に大変なのですが、み
みんなで荷造り作業です。
んな集中。はがした後に出てきた模様に感激しきりで
した。山田さん寄贈のＬＥＤのライトをグラスに入れ
てみると、本物のゆらめくろうそくの光に見えます。
なんて素敵とまた感動。
サロンに来られなかった人たちにマイグラスをクリ
スマスまでに送ってあげようと、皆で手分けしての発
送作業。梱包用の箱作り、伝票書き、梱包と手際よく
作業が進み、一人１個ずつ持って近くのコンビニへ持
ち込み、無事発送完了。クリスマスを楽しんでもらえ
手際よく裁断します。
たでしょうか。
いつもの栄寿司さんの押し寿司と揚げ物（ハムカツとエビ団子が美味しかった！）で
昼食をすませて、その後は、２月の交流会で使うバンダナ用の布切り作業です。長～い
反物をサイズに合わせて裁断するのですが、事務所には何と裁ちばさみない！というこ
とで近所のＯさんが急遽持ってきてくれたりのハプニングがあったり、Ｋさんが元プロ
の洋裁師で超有名高級ブランドで働いていたこともあることが判明するなど、わいわい
がやがやのなか、作業を終えました。石井さん、五十嵐さん、その後のミシン掛けよろ
しくお願いしますね！ 作業した布は、２月交流会でチーターや花などを染めてバンダ
ナに仕上げ、夏のお出かけ時のお揃いグッズにします。乞うご期待！
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＜ その他 ＞
■拡大理事会（１２月２０日、ちいたび会事務所、７名参加）
○おためし旅行について
・９名参加だったので、普通自動車（ハイエースグランドキャビン）１台で動け自由がきいた。
・コテージ２棟を借り、買い出し自炊ということで家庭的にやった。手間はかかるがこの形なら
安くは済む。
（参加費一人 12,000 円）。今回以上の人数では難しい。
・今回の形式では、基本、参加者の自己責任ということになる。
・天文台は曇天で見られなかったが、結果としてはゆっくり時間を過ごせてよかった。詰め込み
過ぎない方が良いと思う。
・行先は会員の提案による。希望があれば今後も随時行う。

○１１月交流会について
・応急救護訓練は体験することが大事。すぐ忘れてしまうので、年１回定期的に行ってはどうか。
・てんかん発作や暴れた場合など、ちいたび会の実状に添った質問のやりとりがあってよかった。

○理解促進講演会について
・開催の広報について杉並区、中野法人会など協力機関が増え、参加者の層も広がった。
・全国的な相談機関である大府（若年性認知症コールセンター）
、中野杉並地区の認知症疾患医療
センターの相談員の参加があった。今後の相談者への紹介などにつながることを期待したい。
・来年度も継続して実施をする。日程としては、他のイベントと重なるかもしれないが１１月が
ベストである。
（第１候補＝１１月８日（日）
） 高橋正彦先生には来年もぜひお願いしたい。
・会場は適当な広さでよかったが、音響に少々難があった。スマイル小劇場、なかのゼロの視聴
覚室、杉並区内の施設など、他の施設も当たってみてはどうか。（二次会会場が近いこと必須）

○１２月交流会について
・グラス作りとてもよかった。何かを作ったり手作業することは皆好きである。
・山田さんには準備を含め大変お世話になった。また一緒に何かやってもらいたい。今度は機械
持ち込みでぶふぉーとできないか。周年の記念品などを作ってもらってはどうか。
・歌が続いているので体を動かすこともやろう。歌はテーマソングを決めて毎回歌うとよい。
・お客様扱いはいけない。後片付けを本人にも手伝ってもらっては。 ⇒ 今も出来る範囲では
声をかけているが、今後もなるべく手伝ってもらうようにする。
・交流会での家族の情報交換の時間は毎月あった方がよい。人数が増えてきたので、グループに
分けることも考えたらどうか。
・インフルエンザが流行ると施設が使えなくなる恐れがある。その場合には代替施設を用意する
か、中止する必要がある。 ⇒ 規模縮小しても開催する。場所変更の場合は事前に連絡する。

○学生について
・1 月 25 日は社会福祉士の国家試験。学生４人は試験勉強に集中するため 1 月の活動は休止。
・学生の追い出しパーティーをやろう。加山先生にも声をかける。2 月か 3 月か。

○今後の企画
・１月：体を使うイベントにする。好評なエアホッケーなどで楽しむ。
・２月：ちーたーマーク入りのバンダナづくり（型染め体験）

＜＜ 若年性認知症関連講座リポート ＞＞
若年・軽度認知症ケア講座 ～藤本クリニックの「もの忘れカフェ」の実践に学ぶ～ を聴講して
会員 川村 達
12 月 13 日、朝日新聞本社読者ホールを会場に表題講座があった。（主催：NPO 法
人もの忘れカフェの仲間たち、朝日新聞社）
講座は「藤本クリニック」開院時よりの内容であったが、ここでは主に「もの忘れカ
フェ」に関することの概要を主にリポートする。
【講師】 藤本直規医師
（藤本クリニック院長）
奥村典子看護師 （藤本クリニックデイサービスセンター所長）
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この講座の目的は、高齢者や高度の人とはまた違う支援を必要とする若年性や軽度の人への、切
れ目のないケアを学ぶというものである。
主題の「もの忘れカフェ」とは、滋賀県守山市の藤本クリニックが 2004 年 9 月から開いている
若年・軽度認知症デイサービスであり、あらかじめ定められたプログラムはなく、その日に何をす
るかは参加者が話し合って決める。スタッフは活動の手がかりときっかけ作りなどのサポートに徹
する。ということが運営の特徴となっている。
１ もの忘れカフェに関するキーワード
・ポイントは、
「ケアの根拠は、本人の行動の中にある」ことと、
「認知症の人と真正面から向き合
う」ことである。
・お茶を飲みながら話をするように、との願いを込めて名付けた。
・介護保険サービスは介護認定を受けることが大きなハードルになっている。本人・家族とも申請
することに抵抗がある。これは 1999 年頃も現在も変わりはない。
・もの忘れカフェの誕生の背景の一つに、スタッフからみて、「若い世代はいつも高齢者に配慮し
ながら、デイサービスに参加しているような気がした」。
「若い世代や体力的に元気な高齢者が我
慢するというあり方は、変える必要ありと思った」と、分離の必要性を感じていたことがある。
２．もの忘れカフェの運営（原則）
(1)活動の流れ・・開始時の参加者の約束事
①活動の内容は当日参加者が話し合いで決める。②活動達成のために必要な役割・準備、時間配
分や手順などは参加者が決める。③参加者同士で協力して、いくつかの事に取り組む。
(2)記録の方法・・必ず書いて残す
買い物には参加者自身に金銭管理をして貰い、簡単な出納簿を付ける。
(3)スタッフの関わり方
①手掛かりときっかけ作りに徹する。②どんなことでも極力参加者に任せる。③関わりの引き際
を見極め境界線はスタッフが引く。④参加者の自主的な活動を邪魔しない。
(4)運営後の軌道修正
スタートの１年半後くらいから、当日に自分たちで活動内容を決めることが困難になってきた。
結果、毎回のプログラムが散歩になってきた。そのため、以下についてスタッフが関与するよう
工夫した。
朝の行動の習慣化：①到着後まず万歩計の装着。②自動血圧計で自己測定。
プログラムの作成：①１年前の活動記録の１か月分をカレンダー形式で張り出す。②１週間前
のその日の内容の見直し。③当日朝もう一度検討して決める。
3．社会参加活動の実現、そして就労支援への取り組み
「世間の役に立ちたい」ということは、参加者の当初からの願いであった。認知症の人の最も
辛いことの一つに、
「社会からの疎外感」がある。社会とつながるには、「自分が他人の役に立つ
存在」であることを、世間の人に知ってもらう必要がある。参加者はこのことを十分に認識して
いる。自分たちでできるボランティア活動を探し出し、2005 年 6 月に第１回の駅前清掃が始ま
り、雑巾作り・古切手・プルトップやキャップ集めと拡大した。またこの作業は他のユニットへ
と拡大した。そして、就労支援の取り組みへとつながっていく。
(1)「仕事の場」作り・・就労支援
2011 年 10 月より就労支援を始めた。このことはもの忘れカフェ開始時より考えていたとのこと。
藤本クリニックが「もの忘れカフェ」や「心理教育」に取り組んできたのは、診断から支援の空
白期間を無くすための活動である。特に早い段階で認知症と診断された場合、直ちにデイサービス
を利用することは、本人の心理面から抵抗があるのが現実である。
介護保険サービスへの移行にはまだ早いという段階の人に対する「支援の空白期間」を埋める支
援が現在は不足している。
「仕事の場」の確保は、このように診断・告知後の「支援の空白期間」
を埋める居場所（社会資源）となりうる。
(2)取り組みを始めたきっかけ
ほぼ同時期に若年性認知症と診断された３人がおり、「暇だから何かしたい」等々の話があった
ことがきっかけとなった。ハローワークで内職系（玩具の部品作り）の仕事を見つけてきた。投げ
かけしたところ先の３人が参加することになり、週１回午後にクリニックで作業となった。無償で
はなく、対価を貰う。仕事であるので当然に成果を出さなければならない。厳しさも経験した。
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この事業を拡充して行くためには、医療法人では限界があるので、NPO 法人もの忘れカフェの
仲間たちを 13 年に設立した。
(3)現在の様子
当初３人でスタートした参加者数は１年で 10 人と拡大した。さらに近隣の障がい者施設からの
参加者も加わった。症状の進行してゆく認知症の人が継続して参加できるようにするためには、状
況に変化の少ない障がい者の参加者に作業の核になってもらうなどの工夫も必要かもしれないと思
っている。介護保険サービスの利用者も出てきている。
介護を終えた人、地域の人々などボランティアの協力を得て実施している。日々厳しい生活を送
る介護者も参加している。
４．まとめに代えて
(1)記憶障害：認知症の症状でまず起るという。なかでも出来事の記憶であるエピソート記憶から、
その記憶の機能が失われてゆくそうだ。しかし、
「とてもうれしいことなど、情動を揺さぶるよう
な出来事は、記憶の保持に強い影響があると考えられている」という。本会でもご本人をもっと
揺さぶりましょう。
(2)介護保険の申請：本人・家族にとってこの申請に、大きなハードルがあることを初めて知った。
(3)そっと見守る：話しかけが、ご本人にとって煩わしいこともあるんですねえ。
※参照資料：参考教材として紹介された２冊の本。
「もの忘れカフェの作り方」（徳間書店）
、
「若年
認知症の人の“仕事の場づくり”Ｑ＆Ａ（クリエイツかもがわ）いずれも藤本氏と奥村氏の共著

＜＜ 今後の予定 ＞＞
■次回月例交流会のご案内（新年１月）
日 時：2015 年 1 月 10 日（土）14 時～17 時
※毎月第２土曜日
会 場：中野区立商工会館 ３階 大会議室（下記の案内図参照）
（中野区新井 1－9－1 中野駅北口から徒歩 10 分）
注意！ 今回は会場が異なります。
いつものマイルドハート高円寺ではありませんのでご注意ください。
内容：
☆★『今年も元気に！外は寒いので室内で体を動かそう特集』★☆
○前半：
「大好評手作りエアホッケーほか、新種目あり」（協力：バルーン長野さん）
○みんなでお祝い！バースデイパーティー
○後半
家族：専門職を交えた情報交換
本人：引き続き元気に体を動かして楽しもう。
・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。

【中野区立商工会館の案内図】
建物の裏側に入口があります。
※正面ではないので注意！
建物正面から右手に回り込み、
鉄の扉の入口からお入りください。
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■手作業サロン「ちいたびサロン」 実施中！
日
会

時：2015 年 1 月 17 日(土) 11 時～15 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。

＜＜ 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 1 月 17 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♪(^^♪

♪ 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

事務局の窓 「ちーたー時速 100ｋｍ！！」

Vol.17

ちいたび会が発足してから２回目の年越しを迎えることができ
ました。まずは活動を継続できていることに感謝したいと思いま
す。先日、東洋大の４人の学生たちから、１月は社会福祉士の国家
試験があるので活動を休みますとの申し出がありました。私たちの
会が元気に活動できているのは、学生たちの存在が大きいと思いま
す。若さは力。周囲にもパワーをくれます。学生諸君、がんばって
関門を通過するように。そして卒業して就職してからも顔を出して
ください。追い出しパーティーもやってあげるからね。
（ ）

もう一つの元気の源～

―――――――――――――――――――――――――――
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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