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2015 年 1 月 31 日発行
我らが看護師、
巻島理事にございます。

―― 今 月 号 の 内 容 ――
経過報告
・１月交流会の様子（外は寒いので室内で体を動かそう特集！）
・ちいたびサロン（第 10 回） 他
月例交流会のご案内
2015 年 2 月 14 日（土）14 時～17 時
「ちーたーマーク入りのバンダナづくり（型染め体験）」
会場：中野区医師会館 ２階会議室（中野区中野 2-27-17）
※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 2 月 7 日、21 日（土）11 時～15 時
※ 7 日は事務所にて。21 日はみんなで講演会に出かけます。

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（3/1）

川村さんご持参の蝋梅に季節を感じる

若年性認知症の理解と支援の輪づくり講演会 2014 の概要
・2014 年 11 月 16 日に開催した講演会の様子をまとめました。
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 ＞＞
■１月交流会の様子（１月１０日、中野区立商工会館、本人９名含む３５名参加）
会場がいつもと違うので道に迷う人がいないかと心配し
ましたが、皆さん無事到着。
川村さんご持参の蝋梅（ロウバイ）の大枝が芳香を放ち、
干支の羊柄の手ぬぐい４枚が新年の雰囲気を漂わせる中、
新年初めての交流会が始まりました。
今回は、歌よりも体を動かしたい！とのご要望にお応え
し、「☆★ 今年も元気に！外は寒いので室内で体を動かそ
う特集 ★☆」と銘打っての交流会です。
スポーツボランティア長野誠さん

＜大好評手づくりエアホッケー大会＞
早く会場に着いた方たちにお手伝いいただき、エアホッケ
ーのラケットをたくさん作りました。台はいつもの会議机の
組み合わせ。今回は２台分用意し、男性と女性に分かれての
全員参加です。
男性チームはトーナメント
を組んでの真剣勝負。皆さん熱
中して、パックがたびたび台の
外へ飛び出します。上手に抜く
人、必死で防ぐ人・・・今回のチャンプはＮさんでした。
女性チームはまずは和気あいあいとダブルス。みなさん、
おしとやかなので（？）なかなかゴールを抜けません。
でもだんだんコツをつかんできて、シングル対決では表情がきりっと
する人も。勝負はつけませんでしたが、M さん奥様、I さん奥様が強そ
うでした。
＜お誕生日会＆みんなで歌おう＞
１月はお誕生日の人が M さん奥様１人だ
ったので、未（ひつじ）年の I さん、巻島さ
ん、佐久間さんにも加わってもらって、ケーキのろうそくを
吹き消しました。そしていつものように三々五々おしゃべり
をしながら、ケーキを美味しく食べました。
（今回はピアノが
なく、高山さんの素敵な BGM が聴けず残念！）
続いて、みんなで歌おうということで、伊藤さんがギター
を持ってきてくれました。
ちいたび会のテーマソング候補
として、「切手のないおくりもの」
「あの素晴らしい愛をもう一度」
「いい日旅立ち」の３曲をギター
伴奏でみんなで歌いました。歌と
いえば、もちろん T さんがマイク
を握ってリードしてくれました。
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＜本人組の様子＞
その後、本人組は引き続
き長野さんの協力のもと、
ダーツを楽しんだり、新ゲ
ーム「ボッチャ」にも挑戦
しました。（カラーボール
を転がして目標となる白
いボールになるべく近づ
けるゲーム）
＜家族組の様子＞
今回の会場では別室が確保できないので、広い会議室の隅に１３名が椅子を持ち寄り
輪になっての近況報告、情報交換です。隣で時折大歓声をあげる本人組たち。その様子
を横目で見ながら互いに身を寄せ耳を傾け合いました。
◇家族組の情報交換であったお話から
＜本人の様子など＞
○病院の個室に入院中。カーテンをひっぱってしまうのではずしたところ、夜窓が鏡になってそれに
反応してしまった。
○本人の診断名がアルツハイマーからピック病に変わった。
○暮れに高熱を出したが、熱を測らせてくれなくて困った。
○マッサージの効果か、心配していた運動機能は戻ってきたようだ。
○デイサービスなど刺激の多いところから帰ってくると、暴言等攻撃的になる。
○家では穏やかだが、デイサービスに行くとスタッフに攻撃的になるようで、断られたらどうしよう
かと不安である。
○週５日デイサービスに通所。夜すぐに起きてしまうので困っている。
○脳のトレーニング等もしているが徐々に進行しているように感じる。治そうと思わず受け入れよう
とは思うが、なかなか難しい。
○最初の内、つまらないと言い、コートを脱げばと言っても嫌がっていたが、W さんが話しかけてく
れたら落ち着いた。自分は過保護なのかもしれない。
○週２日半日のトレーニングに行き始め、本人は喜んで行っている。デイサービスの利用も勧められ
ているが、自分がその気になれない。
○夜もずっとテレビの前にいて、私の姿が見えないと探しにくる。一人になれる時間がない。GPS 携
帯を持たせるがはずしてしまう。
○歩けなくなるのが心配。正月に少し遠出の散歩に出たら、帰りに歩けなくなってしまい、やり過ぎ
と反省。
＜投薬など＞
○メマリーに加えてリスパダールを２ヶ月、ヨクカンサンを３カ月服用しているがあまり変わらない
気がする。
○メマリー、リスパダール服用。
○メマリーを服用し始めた。５ミリから始め、４カ月で２０ミリまでもっていくそうだ。
○サプリや鍼灸等いろいろ試しているが、どれが効いているのかいないのか不明。認知症に効くと言
われるサプリ「チエノタマゴ」は６０錠で１万円する。
「フェルガード」は今は病院での処方のみに
なり市販では手に入らない。
＜その他＞
○病院で介護士はやさしいが、看護師の対応がきつい。
○介護士と看護師の対応が違うと言うが、医療は「ムチ」になりがちなので、介護職が「アメ」にな

3

りうまくいくこともある。役割が違うから対応に違いが出てくるのはある意味当然である。本人が
医療関係者に見せない面を家族には見せることもあるので、情報を伝えることが大切。心配なこと
があれば面談を申し入れるとよい。
○ユマニチュードを勉強して実践しているが、理論ではわかっていても実践となると難しい。（ユマ
ニチュード（Humanitude）
：フランスで考案された認知症ケアの方法で、見る、話しかける、触
れる、立たせるの 4 本柱となっている。
）
○家族、ヘルパー等それぞれが役割分担すべき。介護者には息抜きと情報が必要である。ちいたび会
もそうした機会を与えてくれる場と思う。十分に活用すべき。また任せるところは任せてもよい。
○全体では介護拒否の介護者も多いが、若年性認知症の場合は介護者も若いので、介護拒否の例は少
ない。
○医療と介護との連携が取りにくい現状もある。６５歳未満の人を介護サービスに繋げるのも包括の
仕事の１つ。

■第１０回サロン（１月１７日、ちいたび会事務所、５名参加）
この日はご都合のつく方が少なく家族参加は 1 名。その分、日頃の様子や悩んでいる
ことなどじっくりとお話を聞き、GPS 携帯の活用などについてみんなで相談に乗ること
ができました。
■拡大理事会（１月１７日、ちいたび会事務所、９名参加）
○１月交流会の振り返り
・ルールがわかっていそうな態度であっても当然に理解しているというように捉えていてはいけ
ない。順番が回ってくるたびに実は迷っていることもある。
・ルールやゲームの進め方について本人に迷いがある場合、直前にやった他の人の行動に左右さ
れがちなので注意する。迷いがあるような場合にはサポーターが毎回見本を示してから行動を
うながすように配慮すべき。
○新たなゲームの導入には工夫が必要。やりやすくなるようなルールの見直しも。
○エアホッケーは継続して取り入れたい。

○２月交流会の企画
・会場について２月もマイルドハートが使えないが医師会館が押さえられた。東京手描き友禅の
大地さんから型染めを教わり、お揃いバンダナを作る。
（先日打合せ済み）
・バレンタインデイなのでチョコを作ってはどうか。
・福祉施設は冬場インフルエンザ対策で部外者の立ち入りが難しくなる場合がある。来年度もマ
イルドハート高円寺での会場使用を依頼したが１、２月についてはあらかじめ他会場を押さえ
ることとした。

○３月日帰り旅行会について
・今日現在２０名の申込。マイクロの他に予備に普通車（グランドキャビン 10 人乗り）も予約
してあるので、人数が増えたら２台で行く。⇒その場合は２号車の責任者を決めておくとよい。

○助成金申請について
・中央ろうきん、ゆめファンド、中野区公益助成制度について申請予定。ゆめファンドについて
は就労支援の取り組みを検討するための経費を対象に加えたい。

○次年度講演会について
・シンポジウム形式は時間が短く消化不良の感もあるが、家族の声を入れやすいメリットもある。
来年度は高橋正彦医師に継続してお願いする他、中野区の芦刈伊世子医師にも打診した。会場
は利便性を考えるとサンプラザがよいのでは。

＜若年性認知症の理解と支援の輪づくり講演会 2014 の概要＞
2014 年 11 月 16 日、中野サンプラザ研修室にて若年性認知症の理解と支援の輪づ
くり講演会 2014 を開催しました。
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来賓として田中大輔中野区長
様、鈴木由美子中野区社会福祉協議
会事務局長様にご臨席を賜ったほ
か、若年性認知症に係る全国からの
電話相談に対応している若年性認知
症コールセンター（社会福祉法人
仁至会 認知症介護研究･研修 大府
センター）、また、中野・杉並・新
宿のエリアの認知症疾患医療センタ
ーである浴風会病院（社会福祉法人
浴風会）からも相談員の方々が足を
田中大楠中野区長様
運んでくださいました。
昨年の講演会では中野区内の方がほとんどでしたが、今回は杉並
鈴木由美子事務局長様
区報を見てのご家族や地域包括支援センター職員など杉並区の方もご
参加いただけるなど、さらに参加者の幅が広がりました。
ご参加いただいた 90 名の方々、関係機関を始めとしてご協力くださいましたみなさ
ま方に感謝いたします。
若年性認知症の場合、診断からサービスに結び付くまでの期間が長く、家庭内で孤立
している例が多くあることから、今回の講演会では、診断後の空白期間に関する課題に
ついて一緒に考えていただけるようテーマを設定しました。
前半の基調講演「若年性認知症と診断後の空白期間」、後半のシンポジウム「地域で
の家族会活動への期待と可能性」、午後 2 時から開会から午後 5 時まで目一杯の時間を
使っての盛りだくさんの内容でした。以下にその概要を報告します。

■若年性認知症の理解と支援の輪づくり講演会 2014
日時：１１月１６日（日）14 時から
会場：中野サンプラザ７階 研修室１０
座

第一部
講

第二部

長：髙橋正彦医師 かわさき記念病院診療部長

基調講演「若年性認知症と診断後の空白期間」
師：駒井由起子 NPO 法人いきいき福祉ネットワークセンター理事長

シンポジウム「地域での家族会活動への期待と可能性」

パネラー：牧野史子（介護者を支援する視点から）
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（地域密着重視の視点から）
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（介護者の会を主催する視点から）
家族介護者の集い・さぎ草の会代表
石井智子（家族の視点から）
中野区在住
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◆来賓あいさつ
＜田中大輔中野区長＞
○現在区では、安心して暮らし続けられる
地域を明日の姿として実現するための喫緊の
課題として、地域包括ケア体制の構築に向け
て取り組んでいるところである。
○ちいたび会は、困難と戸惑いの中で、孤
立し、社会から閉ざされた生活を送っている
ご本人や家族が、社会に窓を開くためのきっ
かけをつくり、つなげていくという、大切な
役割を果たしてくれている。区としても、こ
うした地域の活動をしっかりと受けとめながら、地域包括ケア体制をより充実したものにして
いきたいと考えている。

＜鈴木由美子中野区社会福祉協議会事務局長＞
○毎月送られる会報誌を見ていると、とても明るい雰囲気がする。当事者やご家族は、長い
トンネルにとどまり困難な状況にあると思うが、そんなことを感じさせず、サポーター、賛助
者などみんなでやっていこうという何かが伝わってくる。
○ちいたび会については各種助成金の活用、人的ネットワークの豊かさに強みがある。他へ
の参考とさせていただきたい。

＜座長 髙橋正彦医師＞
○会発足以来、お付き合いをさせていただいている。発足後一年半の割にやったことは多い
かなとの印象はあるが、まだまだこれからだと思っている。昨年の講演会でも触れたが、若年
性認知症の大きな課題の一つ、診断してのちの空白期間をどのように克服していくかという点
について、本日はみなさんと考える時間を持てればと思っている。

◆第一部：基調講演「若年性認知症と診断後の空白期間」
＜講師 駒井由起子氏＞
○自身が若年性認知症のサポートに深く携わるきっかけとなった「彩星の会」（関東圏初の若
年認知症家族会）の活動のなかで、散歩中に当事者が急に走り出して青山通りを舞台に追いか
けるということを体験した。これは大変な病気だと思ったことを印象深く覚えている。
○2012 年に都が行った実態調査では、診断後、地域の相談開始まで２～３年の間隔がある
との結果がある。その間に、本人の離職、また家族の側も介護するために仕事をやめるといっ
た環境変化を伴う場合も多くある。
○介護する配偶者は、世代的にさまざまな課題
を抱えている時期であり、子育て、親の介護、生
活を支える経済的な柱としての役割などを一人で
すべて行うことになる。
○介護者の側の精神的負担は極めて大きく、介
護家族の約７割が抑うつ状態との調査結果も出て
いる。

学生たちも手伝ってくれました

○介護者にとっては介護サービスの利用と言わ
れても、突然に発病が訪れた状況の中で、しくみ
も知らず、サービスを受けるメリットについても
認識がないという場合が多くある。
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○また、いざ介護サービスを受ける段とな
っても、介護サービスの多くは主たる利用者
が高齢者であるため、サービス事業者に若年
性認知症の受け入れ経験がなく、ノウハウが
ない、若年向けプログラムがないなど、受け
入れ側の難しさが存在している。絶対数の少
ない病気ならでは難しさである。早期の若年
性認知症専門のデイサービス等の受け皿充実
が望まれる。
○地域での主たる相談先の一つである地域
包括支援センターについても、相談経験がな
い、あっても少ないという場合が多い。若年
いきいき 駒井理事長
性認知症の場合、障害者自立支援制度、障害
者雇用促進のための制度などを組み合わせて支援することが有益であるが、介護保険制度に関
する説明は十分であっても、他の知識、経験まではなく、話が伝えられないケースも多い。
○精神障害者保健福祉手帳を取得している人の割合も低い。取得後のメリットの問題もある
が、知らなかった、使い方がわからないというケースも一定割合存在している。
○当事者の診断後の空白を埋めるためには、介護、障害、就労継続など多岐にわたる公的支
援制度を組み合わせて活用することが有益である。いきいき福祉ネットワークセンターでは、
そのためのワンストップのマネジメント支援をおこなっている。
○電話での相談だけでなく、地域に出向き、担当するケアマネジャーやデイサービス事業者
などとともに共同支援という形で地域の資源を探しにいく。行政は縦割りであるので分担して
一つ一つ関係する窓口に連絡して調整し、徐々に地域に委ね、後方支援へと移行させていく。
○いきいき福祉ネットワークセンターでは、相談を通じて医療から地域へとつなぐ役割を果
たしているが、相談へとつながるきっかけについては、ホームページで自身が探し当て、相談
に至るというケースが大半となっている。診断後の空白期間の解消という意味からも、医療機
関、関係機関からの紹介による相談という道筋を太くしていくことが課題である。
○就労継続について、助成制度などをうまく活用しながら長く居続けることのできた事例も
あるが、主治医と連携しながらサポートできる体制がとれること、また、会社の規模、体制、
産業医の存在などの条件でも大きく左右される。
○職を離れた当事者からは、活動の場の確
保、閉じこもり状態の解消というニーズが高
くあるが、それがそのまま再就労の希望とい
うことにはなっていない。現役時代の職場で
のトラブル、困難さなど、周囲の理解が少な
かった環境や自身が経験してきた苦労、悩み
などが、影響しているものと考えられる。
○認知症の進行抑制という意味からも、家
族会やサークルに参加することの意義は大き
いと思うが、そうした活動にも限界がある。
体が丈夫であり、体力があり、やりたいこと
がたくさんある世代の当事者を受け入れる若
進む受付準備
年性認知症専門のデイサービス等の受け皿づ
くりがやはり求められる。特に診断後から初期など、同じ境遇の人といることのできる安心感
は、当事者、介護家族にとっても大きい。
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○身体機能を維持し、社会性を持続するた
め、「いきいき*がくだい」でも社会的役割を
果たすことの活動に取り組み、街頭清掃など
を行っている。
○そうした活動において、症状が進んでい
く中で道具を使うことが困難となり、例えば
トングを使って吸殻を拾うことが困難になる
というようなことが出てくる。そうした場合
も本人が自信を失わないようにすることが肝
要である。手で直接拾うことでも一向に構わ
ず、自分は役に立っていると感じてもらえる
かどうかが大事だと考えている。
○高齢者の多い一般デイサービスに通った方の場合で、やはり馴染めなかったが、施設側の
協力を得て、試行錯誤の末に弁当箱の回収や後片付けなどの仕事を手伝ってもらうことで本人
が落ち着くことができた。その後も同い年の身体障害者の世話をするなど役割を果たしなが
ら、今でも通い続けているということである。本人に合った対応がよい結果を生むという参考
になる例だと思う。

（座長 髙橋正彦医師）
○症状がだんだんと進むなか、自信を失わない、自信を取り戻すための支援ということにつ
いてはどのように考えたらよいか。

（講師 駒井由起子氏）
○現実にはなかなか難しい。具体策は事例ごとに考えていくしかない。そうしたことの前段
に、若年性認知症の場合、多くの本人、家族が、高齢者ではないのに認知症になったことに負
い目を感じている、ということが大きな問題だ
と認識している。認知症になるということは、
年齢問わず決して恥ずかしいことではない。本
人、家族にそう思わせてしまうことのない社
会、地域をつくるために、理解を広めるという
ことが、何よりも大切だと思う。
○若年性認知症の家族会が全国にたくさん誕
生してきていることは心強いことである。家族
の相互サポート、地域の啓発、地域とのネット
ワークづくり、情報共有の場として、家族会は
かけがえのない場である。ぜひ、みんなで参加
し支えていってもらいたい。私自身もこれから
も活動をサポートしていきたい。

演者の方々 最終打合せ

◆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」
＜パネラーによる各立場からの発言＞
（パネラー 石井智子氏）
○50 代半ば、少年スポーツの審判をしている仲間から主人の様子がおかしいとの話があっ
た。会社の様子や外の世界の様子を普段は知ることはできないが、その声のおかげで本人の変
化を知る機会を得た。専門病院での受診を働きかけたが、娘とともに説得するもなかなか受け
入れてくれず５カ月後に了解、アルツハイマーとの診断を受けた。
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○早い時期に診断を受けたので進行を遅らせる治
療を行いながらの生活となった。病院側も通勤を考
慮して診察時間を調整してくれるなど協力をしてく
れた。上司にも伝え、軽い業務にしてもらうなどの
配慮を得た。会社での実際の様子はわからないが、
本人も記憶を補うために手帳に記録するなど努力し
ていたようである。通勤には余分に時間がかかって
いたようである。
○どうにか定年退職までと思い本人も頑張ってき
たが、先日、会社から突然に診断書の提出を求めら
れ、翌日から休職扱いとされてしまったことについ
て甚だ遺憾に思っている。
○そうした突然の動きではあったが、これまで、ちいたび会に参加し、病気に係るさまざま
なことについて受け入れてきたところであり、また友人、仲間も支えてくれているのでどうに
かやってこられた。
○デイサービスの利用も始まって、病院も地域の病院へと移行した。ご近所に主人の病気の
ことを話して見守りの協力をしてもらうようお願いもした。お願いしたことでとても気持ちが
楽になった。
○動けるうちにできることをやっておこうと思い、遠方の友人や知り合いの家族の訪問、旅
行などに行き、今のところ張りのある生活を送ることができている。
○ちいたび会で交流会や旅行などに参加することによって、とても安心しリフレッシュできてい
る。たくさんの人と出会い、連絡がとれるようになってよかったと思っている。

（パネラー 中大路静世氏）
○自身の介護経験も踏まえたいつも何でも話せる場があればという思いと、傾聴ボランティ
アとの出会いが、現在の活動へと結び付くきっかけとなった。
○現在は、サポーター自らがもっと認知症のことに詳しくならなければと勉強に励んでい
る。関わるサポーターから、身近な人へと輪を広げていき、偏見、誤解のない、認知症を自然
に受けとめる地域づくりへとつなげていきたいと思っている。

（パネラー 牧野史子氏）
○介護者支援の活動を始めてから 14 年くらいとなる。時期を同じくして「彩星の会」にも
関係してきた。若年性認知症の家族と接する中で、この病気の高齢者の認知症とはレベルの違
う大変さ、介護者にとっての負担の大きさを感じてきたところである。
○関東唯一であった若年性認知症の家族会「彩星の会」がマザー的な存在となり、現在、地
域版の家族会が続々と誕生してきていることはとてもうれしいことである。なかでも、ちいた
び会の躍進ぶりには注目しており、今後のさらなる発展に期待している。
○がんばるしかないと孤独にがんばっていた状態から、私以上に大変な人もいるのだという
ことを知って肩の荷が下りる。仲間もでき、しばらくすれば、新しい人が来て、大丈夫よと言
って支えてあげる、そうした相互双方向の関係性が家族会の姿だと思う。
○日本では介護者に対する支援が非常に遅れている。視点も施策も十分でない。多くの介護
者は一人で問題を抱えている。若年性認知症の場合は、特にお子さんが小さい、経済の問題、
仕事の問題、介護の問題、また親類の無理解からくるストレスなど、様々な要因が重なる。抑
うつ状態にある介護者割合は、国の調査で一般の介護で 25％、若年性認知症の場合は 7 割と
大きくなっている。当事者よりも先に家族の方が体を悪くするような場合すらある。
○家族支援をどうにか推進していかなければいけない。家族にとってオアシスとなる場づく
り、それが重要である。認知症カフェなるものが国のオレンジプランでも取り上げられ脚光を
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浴びている。認知症初期の介護家族や、サービスにまだ繋がっていない人などが、ちょっとお
茶飲みに寄って行こうかなという敷居の低さで入れるところ。入ってみれば相談できる専門家
もいる。こうした場がいま全国的に広がろうとしている。これらは地域の人たちが運営する。
○NPO アラジンでは介護者支援の活動と
して阿佐ヶ谷駅近くにケアラーズカフェを始
めて２年間程となる。そこではケアラー、家
族が主人公である。
○ちいたび会は一般の家族会に比較して幅
広い人材がサポーターとして参加しているこ
とに特徴があると思う。地域のサポーター、
専門職、学生たち。多くの家族会は地域の資
源につながりにくいという弱点があるが、ち
いたび会ではその点で地域に上手に食い込み
ながら活動できている。多くはお話するのみ
という家族会活動の中で、サポーターを確保
し、外に出かける活動のできる団体というこ
とについては他にあまり例を知らない。
○介護保険制度の改正を踏まえての話であるが、今後「家族会」については名称を変えた方
がよいのではないかと思っている。近い将来、地域支援事業という名目で、地域で介護を支え
る活動に対してかなりのお金が出る余地がある。家族会の場合は自助グループという位置づけ
になる。自助グループでは地域支援事業の対象になりにくい。活動内容がその枠を超える場合
には地域支援事業を視野に入れて考えた方がよい。地域支援事業の取り組み内容については、
地元自治体の感度に依るところが大きいが、実施する側の準備、働きかけも重要となる。
○ちいたび会の場合には、ファミリーサポートセンター、生きがいづくりミニデイサービス
といった名称で表現するに近いことをやっている。世の中の流れを踏まえて事業展開していく
ことの検討もしてみてはどうかと思う。今後の流れについて予言をしておきたい。

＜ディスカッション＞
以降、座長髙橋正彦医師のもとに進行しました。主な内容は以下のとおり。
○家族会に参加することの敷居の高さ。紹介しても参加に至る割合が低い。
○家族会に参加することのメリットを伝えきれていない現状。専門職が家族会のことを知り
積極的に伝えていくことが必要ではないか。研修に組み入れることを検討してはどうか。
○専門職にとっても家族会に参加することは普段聞けない声を聞けるメリットがある。
○二次会の効用。にこやかに和む様子をみることがうれしいとの声もあり。
○家族会運営の難しさ、活動資金、ボランティアの確保
○サポーターを発掘し育てる視点。ボランティア側にもニーズがある。
○進行する病気に対するサポート。ボランティアのスキル向上の必要性
○家族会の存在の活用。病院での相談機会の設定など連携の実例紹介 など

最後に、髙橋正彦座長から、認知症イコール人生のおしまいなどということはない。
診断を受けてからも社会的生活を維持できている例は多数ある。認知症であっても毎日
を楽しく過ごすことができるはずである。人生を楽しめるかどうかは、できる能力を周
りの人たちがいかに支援できるかにかかっている。できないところを支援するという視
点を持つことが大切だと思う。
家族会は、当事者、家族が元気になれる場である。活動にはみんなの賛同、協力が必
要。ぜひ、ちいたび会や他の活動にボランティアとして参加してもらいたい。とのお話
があり、時間いっぱいとなり、会を閉じました。
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＜＜ 今後の予定 ＞＞
■次回月例交流会のご案内（２月）
日 時：2015 年 2 月 14 日（土）14 時～17 時
※毎月第２土曜日開催
会 場：中野区医師会館 ２階会議室（下記案内図を参照）
（中野区中野 2-27-17 中野駅南口から徒歩 3 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：
☆★『みんなで一緒に作りましょう！』★☆
○前半：
「ちーたーマーク入りのバンダナづくり（型染め体験）」
（協力：大地 佐和子氏／東京手描友禅）
○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：室内で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。
・毎回交流会終了後に懇親会も予定しています。
【中野区医師会館の案内図】
中野駅南口下車。
ロータリーの東京三菱 UFJ
銀行のある通りを南に進み、一つ目の十字路を
左に曲がってすぐ。
自転車駐輪場が向かいにあります。

平成２７年度の会員継続、会費納入のお願い
３月末日にて今期の会員期間が終了いたします。来年度の会員継続につき、よろしく
お願い申し上げます。皆様と共に力を合わせて、認知症になっても普通に生活できる地
域づくりをめざし歩んでいけることを願っております。
お知り合いへの入会のお誘い、また寄付についてもご検討いただけると幸いです。
《年会費（継続）》 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
※正会員 この法人の目的に賛同して入会した個人及び団体
賛助会員 この法人の目的に賛同し賛助するために入会した個人及び団体
登録会員 この法人の目的に賛同し活動に参加するために入会した個人
《納入方法》 ※交流会、サロン開催時にも受け付けています。
① 郵便振替をご利用：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）
振替口座記号番号：００１３０－２－３８６５８７
加入者名：ちいたび会
② 銀行振込をご利用：
（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 高橋恵美子
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
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■手作業サロン「ちいたびサロン」 実施中！
2015 年 2 月 7 日(土) 11 時～15 時 事務所にて
2015 年 2 月 21 日(土)は講演会に出かけます。
講演会「若年性認知症の薬物療法」 14 時開演
講師＝小山恵子先生（楓の森メンタルクリニック院長）
※12 時自由が丘駅集合 参加は事務局まで。

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 次回 3 月 1 日(日)15 時～17 時 ちいたび会事務所にて
（通常は毎月第３土曜日の開催ですが、次回のみ変則日程となります。）
■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♪(^^♪

♪
寄付、物品提供によるご支援など、活動を拡げるためご支援をお待ちしています。

♪
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。

事務局の窓 「ちーたー時速 100ｋｍ！！」
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旅行にいくこと、みんなで一緒に遠出することは楽しい。行く前
からワクワクする感覚は子どものときから変わらない。右の写真は
長谷の大仏を最近撮ったものである。印刷ではわからないと思う
が、よく見ると青空の中に一点のゴミがあり、さらによく見ると、
小さく旅客機が写っているのであった。そんなこと含めて旅の偶然
というのがほんとに面白い。３月のリフレッシュ旅行、
静岡ではどんなことが待っているか今から楽しみ。
まずは安全第一で行ってきます。
（ ）
―――――――――――――――――――――
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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