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月号

―― 今 月 号 の 内 容 ――
経過報告
・２月交流会の様子（ちーたーマーク入りのバンダナづくり）
・ちいたびサロン（第１１回，第１２回） 他
リフレッシュ日帰り旅行会のご案内
2015 年３月 14 日（土曜日）晴れ？
「今年は静岡！いちご狩り＆日本平動物園見学ツアー」

ちーたーマークを型染めした作品より

（ Vol.17）

バス車中は、みんなで歌合戦♪(^^♪）
※次回は旅行会です。次の交流会は４月１１日です。ご注意ください。

2015 年 2 月 28 日発行

ちいたびサロンのご案内
2015 年３月 7 日（土）、21 日（土）、４月４日（土）11 時～15 時
その他の予定
・拡大理事会（３月 21 日）
投稿欄、事務局の窓「ちーたー時速 100 ㎞！！」
「認知症カフェ」、「ケアラーズカフェ」“らしき”もの

川村達

他

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 ＞＞
■２月交流会の様子（２月１４日、中野区医師会館、本人８名含む３８名参加）
中野区医師会にご後援いただき、中野区医師会
館の会議室での交流会開催です。インフルエンザ
の流行期ということで１月２月は急遽会場変更
となりましたが、急なお願いにも関わらず会場を
貸していただきましてありがとうございました。
中野区医師会、関係者のみなさんに感謝します。
次回４月の交流会からは、いつものマイルドハ
ート高円寺にて開催します。
◆お楽しみイベント：
ちーたーマーク入りのバンダナ作り（型染め体験）
今回の交流会では型染め体験に挑戦です。ちいたび会では、定例の旅行会、随時のは
みだし企画と、外に出かけることも活動の主軸に置いています。そのときの目印となる
お揃いのバンダナに、ちーたーマークを付けよう！という企画です。
講師は中野区伝統工芸保存会の大地佐和子氏。大
地さんは新進気鋭の東京手描友禅作家。お忙しい活
動の中、事前に一度見学にお越しになり、当日のた
めに「ちーたー」の型紙を作ってくださいました。
（これは永久保存版です！）⇒
梅鉢という梅の花びら形に区分けされたお皿に
各色の顔料を載せ、少―し筆につけて、紙やボロ布
で余分を落とし、型紙を貼った上から円を書くよう
に染めていきます。型紙の端をはがして覗くと、け
ちーたーの型紙（大地さん作）
っこういい色に染まっています！ 色を重ねると
違った色になったり、グラデーションになったりと、やっているうちに創作意欲がさら
に掻き立てられます。作れる人は自分たちでも型紙を刻み、思い思いに染めていきます。
少―し、薄めの着色で、という大地先生の指示もいつし
か忘れられ、だんだんと大胆になり、なかには顔料を直接
手に塗っての手形デザインまで飛び出しました。最後はア
イロンで顔料を定着させて完成です。それぞれ素敵なバン
ダナに仕上がりました。
ちなみにバンダナ用の黄色い
布はみんなで準備してきまし
た。買い出しは I さん奥様。ちい
たびサロンでみんなで裁断。ふ
ちのミシン掛けは、O さんご子息、I さん奥様。そして再び、
ちいたびサロンでアイロンがけをして当日に臨みました。
O さんの息子さん、三角形でバイヤス部分が縫いにくかった
と思います。ご協力ありがとうございました。
出来上がったバンダナは、３月１４日の日帰り旅行会で初使
用の予定です。
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◆お誕生日会
３月は旅行に行くので、今月
は２月、３月の合同お誕生日会
です。理事長始め６名でケーキ
のろうそくを吹き消しました。
ちょうどバレンタインデーと
いうことで、K さん提供の大き
な板チョコが（１かけらずつ）
男性諸氏に配られました。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。
（今回の会場にはキーボードがありましたので、高山さんの素敵なピ
アノ BGM を聴かせていただきました。）
◆後半
休憩をはさみ、後半は本人組と家族組に分かれての活動です。
◇本人交流会
前回に引き続き、身体を動かすことをしたいというご要望にお応えしてのプログラム
で今回はボーリング。ボーリングセットは本物とはいきませんが、幼児のおもちゃとは
一味違う重量感のある本格派。そして、ピンを並べるのはおじさんサポーターたち。機
械と違って毎回不揃い。投げる人によっても変化します。疲れてくると文句も言い始め
ます。そんな人間味あふれる特設ボーリング場でのプレーです。
みなさんボーリング世代なのか、とてもフォームがきれい。ストライクもスペアも連
発していました。優勝は監事の鈴木さん。準優勝はピアノの髙山さん。おめでとうござ
います。前回今回と身体を動かすシリーズを続けていますが、まだまだみなさん力が余
っている様子。屋外での企画も考えます！

◇家族情報交換会

～家族組の情報交換であったお話から～

＜本人の様子など＞
○家族旅行に行ったとき荒れた。着替えがうまくできなかったりすると、いらだってスリッパを投げ
たりする。
○デイに火、木、土とヘルパーと買い物が月。デイでは若いお姉ちゃんがいてうれしい、と言ってい
る。本人は外面がよいのです。最近は自分の体のケアもしなくてはと思っている。
○たばこをやめた。温熱療法や体操で身体機能が回復してきた。
○本人はデイが楽しいと言っている。
○トレーニングのデイが楽しいようだ。
○着替えの混乱が見られるようになった。演歌を流しておくと一緒に歌っている。
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○家にいる日はずっとそばにいて私の姿が見えないと探すので、それがストレスである。
○主治医が外出を心配する。先日面会に行ったら、個室に入れられており売店にも行かせてもらえな
かった。交流会の参加もだめだった。
○水道の蛇口をひねることがわからない様子を見てびっくりした。
＜デイサービスの利用に関して＞
○最近デイで興奮してしまうということで、デイの回数を週２回から１回に減らされてしまった。看
護師から薬の調整をしてもらうよう言われたが、家ではおとなしいので悩んでいた。最近ケアマネ
と話し、別のデイが見つかり通うことになった。
○施設との連絡帳はあるが、詳しいことは書いてこないので様子がよくわからない。
○私のところでは、送迎に行ったときに情報が聞けている。
○デイで落ち着かないのは、本人が不安だからだと思う。
○スタッフの技術の問題もあるのではないか。
○相性もあるように思う。たとえ 10 施設行っても合わないこともあるかもしれない。家族が一緒に
行くのがよいが、それで家族が疲れてしまっては仕方ない。デイの仕組みのこともあるので、ポイ
ントを押さえ、包括支援センターにも相談して情報を得るのがよいと思う。
○施設との相性もあるし、他の利用者との相性もある。
○デイのスタッフの方が年齢が若い場合が多い。面倒見てくれてありがとうだけではだめ。利用者の
側からスタッフのレベルアップをさせるための働きかけをすることも必要だと思う。
＜薬の服用＞
○２ヶ月前からリスパダールを服用し落ち着いてきたが、自分としては同時に飲んでいるヨクカンサ
ン（抑肝散）が効いている気がする。主治医がヨクカンサンを出してくれないので困っている。
○テレビで紹介されたプラズマローゲンに期待して注文した。
＜その他＞
○もともと家族会があるからと現在の病院にしたが、デイケアのあるところに移りたいと思っている。
○ずっと病気のことを話せなかった 90 代の父に話した。さすが医者なのでわかっていたようだ。
○国の施策にも若年性認知症が盛り込まれた。若年性専門の施設をぜひ作ってほしい。

■第１０回サロン（２月７日、ちいたび会事務所、９名参加）
寄贈されたビーズの仕分け作業をしました。ガラス製のも
の、スワロスキーなど良いものも。今後のビーズ作りに使い
ます。だいぶ作品もストックができてきました。
昼食は、本人と一緒に近所に出掛けおかずを買ってきまし
た。メインはいつもの栄寿司です。肉屋の揚げ物も人気です。
午後は２月の交流会で使うバンダナにアイロンがけの作業
をしました。
■第１１回サロン（２月２１日、世田谷区玉川区民会館、１３名参加）
講演会に参加しようということで外出しました。自由が丘に集合してみんなでランチ。
個室でおしゃべりしながら四川料理を楽しみました。講演会は東京都若年性認知症総合
支援センター主催、小山恵子先生（楓の森メンタルクリニック院長）による「若年性認
知症の薬物療法」です。
◇中核症状に対する薬物療法
コリンエステラーゼ阻害薬：アリセプト、レミニール、リパスタッチ、イクセロンパ
ッチ＜抑うつ、アパシー（無気力）、不安に対して＞
NMDA 受容体拮抗薬：メマリー＜興奮に対して＞
※同系統の薬は併用できない。アリセプトとメマリーは併用処方されることが多い。
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◇BPSD（周辺症状）に対する薬物療法
それぞれのケースの状況に応じて、非薬物療法と薬物療法を組み合わせること。
中核症状に対する薬物療法⇒漢方薬（抑肝散など）
⇒向精神病薬（リスパダール、ルーラン、セロクエル、ジブレキサ、エビリファイなど）
◇その他、抗うつ薬、抗不安薬、睡眠薬も使われることがあるが副作用もある。薬によ
って得られる効果と副作用とのバランスを考えて薬を使う。日本の病院ではこれらの
薬が多用されることが多いが、症状が良くなったら薬を減らしてもよい場合もある。

投
○

稿 欄
若年性認知症講演会＆家族相談会参加レポート
会員

愛うえお

さる２月２１日 14:00 から、等々力の玉川区民会館で、東京都若年性総合支援セ
ンターの主催で、掲題が開かれた。同センターが初めて主催する若年性認知症に特
化した講演会なので、当会も何かこれまでにない有意義な情報が得られるかと期待
して、13 人という小さな旅人達が、会場一の大集団となって参加した。
講演会の一部は、
『同センターの役割の紹介』で、家族や関係者からの来所・電話
相談をメインにしており、病気の事は勿論、家族の生活相談や、受けられるサービ
ス等の総合的窓口という説明を聞いた。二部は『若年性認知症の人が使える制度・
サービスについて』で、
「障害福祉サービス」の一環で移動支援、就労継続支援、
「経
済的保障制度」で、年金や税制優遇、手当など、
「仕事を休職や退職後の手続き」と
して、傷病手当、雇用保険など、
「応援施設」として、若年性をメインにしているデ
ーや家族会等の説明があった。いずれも「このようなものがあります」のお披露目
で終わり、
「次に何をもって、どこへ行ってください」とか個々の状況に合わせた説
明は別途ということであった。家族会の紹介では、新進気鋭の“小さな旅人たちの
会”の名前がリストアップされていた。第３部は『楓(かえで)の森メンタルクリニ
ックの小山先生の薬物療法』の講演が約１時間行われて、質疑を経て閉会した。
講演会は、本病気の特性として、個々の状況が異なるにも関わらず、多数を相手
に話をするので、一般的な話にとどまり、個別的満足を得ることはなかったが、来
場の人に“同病相哀れむ”の妙な親近感を覚えての会であった。
＊参考 東京都若年性総合支援センターの電話 03-3713-8205 (9:00～17:00)
■東洋大学社会福祉学科フィールド活動報告会（２月５日、東洋大学、４名参加）
今年 1 年間一緒に会を盛り上げてくれた東洋大学
加山ゼミの４年生４人が、今年一年間の活動を総括
して報告しました。どういう疾病なのだろうと思い
ながら参加し、実際に活動するなかで、普通に接する
ことができるのだと語ってくれたこと、理事長の「ご
縁」という言葉に触れ、その意義を述べてくれたこ
と。君たちも学び、私たちもまた学びました。阿戸、
鈴木、野中、山崎４名の前途を祝します。

＜＜ 今後の予定 ＞＞
■３月リフレッシュ日帰り旅行会
日

時：２０１５年３月 14 日(土)

※この日は交流会はありません。

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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■次回月例交流会のご案内（４月）
日 時：2015 年 4 月 11 日（土）14 時～17 時
※毎月第２土曜日開催
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：春です。陽気に楽しみましょう特集！
○前半：“かっぽれ”体験（協力：櫻川流江戸芸かっぽれの皆さん）
○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：室内で元気に体を動かして楽しもう。
（協力：スポーツボランティア長野さん他）
・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。
―――――――――――――――――――――――――――
■手作業サロン「ちいたびサロン」 実施中！
2015 年 3 月 7 日(土)、3 月 21 日(土)、
4 月 4 日(土)

11 時～15 時 事務所にて

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３月 21 日(土) 15 時～17 時）
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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

♪
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。
―――――――――――――――――――――――――――

投
○

稿 欄
「 認 知 症 カ フ ェ 」、「 ケ ア ラ ー ズ カ フ ェ 」“ ら し き ” も の
会員

川村達

昨年１１月１６日、中野サンプラザで当会が開催した講演会で、
「認知症カフェ」、
「ケアラーズカフェ」を学んだ。認知症カフェは、国の「認知症施策５カ年計画」に
組み込まれており、各地で展開しているようだ。事例を学んでいるが、まだ現場は
知らない。
ケアラーズカフェは、先達である「ＮＰＯ法人アラジン」が中央線・阿佐ヶ谷駅近
くで運営している「ケアラーズカフェ＆ダイニング・アラジン」を昨年４月に当会
の仲間と８名で訪問、「ケアラーズカフェ立ち上げ講座」を学んだ。
これらのカフェと、
「ＮＰＯ法人リンク東山」が中野区立東山高齢者会館で運営し
ているサロン「東山サロン」は、認知症だ介護者だとあまり意識のないままやって
きたが、一部重なる部分もあり、本来のカフェにたいし“らしき”もの、と言えるか
もしれない。
私も関係しているリンク東山は、会館の運営管理業務を中野区より受託し、この
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３月で１１年が過ぎる。受託事業の一つ「介護予防事業」において、一人暮らし高
齢者の「閉じこもり予防策」として、外出の機会・交流の場・リラックスの場等の提
供を目的とした「東山サロン」と名付けたコーヒーサロンを運営しており、同じく
９年になる。それは次のとおりである。
○内容：月２回第３・第４（金）
（最初の１年は１回）、１０時～１２時オープン、１
杯百円（菓子付）でコーヒー等飲み物をだし、語らいの場を提供している。今日で
は中野区内の多くの高齢者会館や公的施設使用のサロン等があるが、当時は東山
位だけなのか、中野区報で紹介された（平成１９年２月２５日号）。
○運営スタッフ：リンク東山の女性会員や４０歳代～８０歳代の地域の女性がボラ
ンティアで参加。１回６，７名が従事。２チームで運営（私は２回とも参加）。専
門職や専門性のある者はいない。
○お客さん：６０歳代～９０歳過ぎの男女。１回平均３０人（平成２６年実績）。高
齢者会館利用者はどこの会館も女性が圧倒的に多い。東山も同様であるが、東山
サロンでは、男性が３０％強（平成２６年実績）と多いのが特徴でもある。立ち上
げ当初からの人も多い。連れだって来る人、ここで落ち合う人、１人でぶらりと
来る人と様々である。ここで知り合いになる人も多い。相席で皆さんおしゃべり
をしている。スタッフも時間があれば加わっている。この間、辛い・切ない別れも
あった。介護保険サービスを受ける人が増えてきた。一方元気な人も多い。介護
従事中で、ひと時の癒しを求めて来館の人もいる。
○江古田地域包括センター：だいぶ前になるが、地域包括より出先機関的拠点とし
て、月１回サロンへの職員派遣の要請があり受け入れた。原則、自由にやって貰
っている。
○介護者、認知症の人の象徴的な事例
①親を介護中の女性：介護中の合間に「ほっとするひと時」を求めて来館（女性の
言葉）。一人コーヒーを飲み、ひと時を過ごし帰えられていたが、他の人が寄って
きたり、誘われて談笑に加われたりもしていた。
②認知症の夫を連れて来館の女性：知り合いのグループに入って談笑。ご本人は
皆でそれとなくフォロー。※まだこの１例のみである。
○皆さんに支えられて：本事業を盛り上げてくれるお客さん、ボランティアのスタ
ッフ、江古田地域包括、中野区関係部署の方々に支えられて、東山サロンは地域
に根付いた。”らしき”ものは、どうでしょうか。

事務局の窓 「ちーたー時速 100ｋｍ！！」 Vol.19
講演会で高橋正彦医師もお話されていましたが、家族会のこと
講演会で髙橋正彦先生も触れていましたが、家族会を紹介しても
実際に参加に至ることは少ないという現状。これが一番の課題で
す。そして社会との接点づくり・・・。この時期、助成金の報告書
提出が重なっていることも原因して常に頭の中にある状態ですが、
考え過ぎると良いアイデアは出ないもの。気分転換しながら対策を
考えていきたいと思います。３月には静岡にいちご狩り、５月には
田植え、すでに気分転換の種はいっぱいありますがもっといっぱい
あるといいですね。アイデア募集中です！（ ）
―――――――――――――――――――――――――――
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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