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―― 今 月 号 の 内 容 ――
経過報告
・３月日帰りリフレッシュ旅行会（いちご狩り、日本平動物園）
・ちいたびサロン（第１３回，第１４回） 他
月例交流会のご案内
2015 年４月 1１日（土曜日）14 時～17 時
「春だ！陽気にかっぽれ体験」
（家族）専門職を交えた情報交換
（本人）フロアホッケー（協力：スポーツボランティア長野さん）
会場：マイルドハート高円寺 地域交流スペース（中野四季の森公園横）
ちいたびサロンのご案内
2015 年４月４日（土）、１８日（土）、５月２日（土）11 時～15 時
その他の予定
・はみだし企画 2015 その１：ワクワク田植え体験ツアー（栃木県佐野市、５月 10 日）
・平成 27 年度通常総会（5 月 17 日）、拡大理事会 他
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 ＞＞
■３月日帰りリフレッシュ旅行会（３月１４日、静岡市、本人９名含む３３名参加）
行ってきました静岡に！
昨年大好評だった佐野市での「いちご狩り」。今年
は、ちいたび会としては珍しく南の方に転じまして、
目指すは久能山の石垣いちごです。ぎゅうぎゅうの
マイクロバスと美女と野獣を乗せたハイエースグラ
ンドキャビンの二手に分かれての満員御礼。トルコ
ブルーのブルゾンと２月の交流会で作ったチーター
マーク入りのバンダナが目印です。
毎度おなじみの「チーター観光」。旅
の案内は専属バスガイドの某理事長。
マイクロバス車中では恒例となりまし
た歌合戦が始まります。手作りの唄本
片手に、ギター伴奏はこちらもお馴染
みになってきた「ながしのなおこ」
（伊
藤さん）でございます。
「静岡といえば、歌は？」
「茶摘み！」
夏も近づく八十八夜トントン♪昔懐か
し手遊び歌。
「清水の次郎長！」。続いて「チャッキリ節！」、待ってましたとばかりにガ
イドさんから「チャッキリ節誕生秘話」の披露。そして歌は続きます。
東名高速をひた走り、途中事故渋滞があったりしましたが、どうにか少しの遅れで、
第一の目的地、久能山周辺に到着です。
＜いちご狩り＞
お世話になったのは「萩原農園」さん。山の斜面にハウ
スが数多く建っています。後背には駿河湾も見渡せます。
一番上まで登るのは大変そうですが、こちらの施設は高
齢者や障害者の団体の利用に理解があり、私たちのため
に、適当な高さにあるハウスを確保してくださいました。
ハウスの中は日を浴びてポッカポカ。石垣いちごなの
でしゃがまなくて摘めるので楽ちんです。自然と食べる
のもスピードアップ。６０個以上食べた人もいたとか。
いちごは「章姫（あきひめ）」という品種で細長い形の甘い
もの。お味の方は、写真の表情のとおりです。みなさん暑い
暑いと服を脱ぎながら、いちごを堪能したようです。
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＜日本平動物園＞
続いて第二の目的地、日本平動物園へと移動。まずは腹ご
しらえということでシートを広げてお昼ご飯です。現地で
お弁当を調達し動物園の広場で食べました。桜えび、黒はん
ぺん、ウナギなど静岡名物がたくさん入った「大御所弁当」。
食を通じて静岡を感じることの
できるおいしいお弁当でした。
その後グループに分かれて園
内を散策。この動物園は近年リニ
ューアルしたようで、動物の見せ
方に工夫があります。特にみんな
の目を引いたのは、ダイナミック
に泳ぐシロクマでした。思わずス
マホに手が伸びます。ちいたび会
のシンボルであるチーターはい
ませんでしたが、トラが大迫力でそばまで寄ってきてくれま
した。グループそれぞれに好きなところを見物し、久々の動
物園見学をたっぷり楽しんで帰途につきました。
＜帰り道、富士山のお見送り＞
たくさん歩いてお疲れなので静かなバス車中でしたが、途
中ひと雨があり、それまで曇り空で見えなかった富士山が雄
大な姿を見せてくれました。静岡側からはあまり見たことが
ない人が多く感激ひとしお。雨上がりには虹もかかりました。大きな虹でした。
渋滞に巻き込まれ、帰りがだいぶ遅くなってしまいましたが、なんとか無事帰着。
皆様お疲れ様でした！
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■第１３回サロン（３月７日、ちいたび会事務所、４名参加）
新たにお一人からサロンの様子を見てみたいとの連絡があったのですが、会場を間違
えてしまったそうでまた改めてということになりました。残念でしたがまたどうぞ。
■第１４回サロン（３月２１日、ちいたび会事務所、６名参加）
いちご狩りの感想やら、病院のこと、利用できる制度のことやら話が盛り上がりまし
た。みんなで作っているビーズ細工アクセサリーに着実な引き合いがあるとの話もあり、
うれしいことです。
■拡大理事会（３月１日、フルーツパーラー「サンフルール」、７名参加）
○２月交流会の振り返り
・
「お揃いバンダナ作り」は本人たちも楽しんでいる様子だった。チーターの型紙を使った型染め、
それぞれに色づけし可愛く仕上がった。下準備が大変だったと思う。大地さんに感謝したい。
・型染めから始まったが、最後には手形染め？などもあり、自由な発想で拡がっていった。それ
はそれでよかったのでは。
・
「本人交流会」ではボーリングをやって盛り上がったが、点数付けのできる本人に記録係りをや
ってもらってはどうか？ 一方で他会では料金計算が苦手で嫌がる様子があるとも聞く。
⇒どこまでできるか図りながら考えていこう。
・中野区医師会館の会議室は設備も整っていた良かった。医師会の後援を得られてありがたい。
・先日のサロンで等々力に出掛けた時に感じたが、トイレ内で話し込みなかなか用を足さないこ
とがあった。男性本人のトイレの付き添い体制について、注意を払う必要性を感じた。
・交流会終了後に別行動しようとしていた本人たちがいた。施設出口への人の配置など、後片付
け時、帰りの体制を改めて徹底すべき。

○３月リフレッシュ日帰り旅行会について
・参加人数が多く 2 台分乗となる。本人は９人。サポーターの人数の関係から６班編成とする。
・時間節約のため昼食は弁当を現地調達することとした。⇒広場で広げられるようシートを持参。
・中野駅区役所裏、白鷺３丁目集合それぞれのメンバー確認。K さんを早朝病院に迎えに行く。

○４月交流会予定、その他
・４月交流会のお楽しみイベントは「かっぽれ」体験を予定。デモ踊りとみんなでパレード踊り、
銭太鼓（ぜにだいこ）も。
・家族の情報交換は、いつも時間が足りず消化不良の感があるので、4 月は９０分を充てる。
・6 月交流会に社会人チアリーディングチームを呼ぶことで調整中（4 月に見学予定）
・就労支援の取り組みの可能性を探るため、滋賀県の藤本クリニックを視察する予定
・中野区内の家族会、交流会合同で上映会を開催しようという声が上がっており検討中
・サプリメントの販売会社の社長さんから話を聞くことができるがどうか。⇒4/4 のサロンで。
・来年度の助成金申請手続きを進めている。
（3/17 には中央ろうきんのポスター審査もある。
）

■拡大理事会（３月２１日、ちいたび会事務所、８名参加）
○３月日帰りリフレッシュ旅行会の感想、反省など
・遠かったため帰りは渋滞に巻き込まれ、帰着が遅くなってしまった。病院へ送る人の手筈が予
定通りにいかなかった。
・グループ行動だったが、ふと見失う場面があった。大事には至っていないが更なる注意が必要
・いちご狩りは好評である。みんなで楽しめるので来年以降も継続しよう。場所は変えても良い。
・動物園では精神障害者保健福祉手帳で割引がきいたが、事前に用意していなかったため、全員
分の割引が受けられなかった。フル活用できるように準備しよう。
・サービスエリアのトイレ利用について、一人で複数人の行動に目を配ることには無理があり心
配があった。また大きなサービスエリアでははぐれる可能性も高くなる。⇒到着後、まず、ト
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イレに行き、用を足してから、男子トイレの前で必ず全員集合し、皆がそろったことを確認し
た後に、個々に買い物等に動き出すという流れとしてはどうか。
・サポーターも限られた休憩時間の中で、サポートし自分も飲み物を買ったりするので、意外と
時間がない。15 分休憩を 20 分休憩としてはどうか。⇒それを前提として旅程を作成する。
・7,000 円という参加費設定については妥当な金額だと思う。
・いちご狩り、動物園、お弁当、帰りに見えた富士山と虹、どれもとても良かった。

○４月以降の交流会予定、その他
・4 月の交流会から会場が「マイルドハート高円寺」に戻る。
・交流会イベントについて、お楽しみ系が続いているので、勉強系の内容を企画してはどうか。
⇒５月の交流会に検討。理事長が講師の候補（中野区役所 or 杉並区役所）をあたる。
・4/4 のサロンは、サプリメントをテーマとして開催し、販売会社の社長お二人をお呼びして話
をお聞きするともに、参加者間で情報交換する仕立てとする。
「蘇る知力」
（プラズマローゲン、ダイリン）、
「マスチノウ」
（ツボ草、ハーバルスター）
・5/16(土)のサロンは、5/17(日)14:00～の通常総会開催に伴いお休みとする。
・田植えツアーについては 5/10(日)の実施とする。5/9(土)の交流会と連日開催となってしまい
申し訳ない。
・年度が変わり人事異動もあるかと思うので、改めて、中野区、杉並区の地域包括支援センター
等に活動の周知を図った方がよいのではないか。→案内を送付する。可能であれば出向く。
・最近ご無沙汰してしまっているので帝京平成大学へのアプローチもしていこう。
・検討中の上映会共同開催に関する経過報告。いせフィルム「妻の病」の自主上映について芦刈
医師を通じて中野区医師会と相談中。中野区社会福祉協議会にも打診する。
・上映会開催を中野区内の家族会・交流会の連絡会立ち上げ（ゆるやかなもの）とも絡めたいと
考えている。
・中央ろうきんのポスターセッション（3/17）があり、審査員からは会報誌が良いとの話があっ
た一方で、広報関係経費のウエイトの高さの課題、また、本会が次のステップとしてイメージ
する、社会との接点づくりのための取り組みの具体化について指摘があったとのこと。

■東洋大学生追い出し会（３月１日、フルーツパーラー「サンフルール」、１３名参加）
今年関わってくれた東洋大の学生、阿戸、鈴木、野中、
山﨑４名の社会への門出を祝い、ささやかではあります
が送り出しの宴を催しました。当日は加山先生も駆けつ
けてくださいました。
ちいたび会の面々からエールを送るとともに、学生た
ちにこれからの進路と抱負を語ってもらいました。それ
ぞれの進む道は異なりますが、次代を担う４名の頼もし
い言葉を聞くにつれ、送る側の自分たちも元気をもらう
ことができました。若人たちの今後の活躍を期待します。
ちいたび会からは名刺入れをプレゼント。また、大倉さん直筆の「修了証書」を贈呈。
これからもＯＢ参加大歓迎ですからね！
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＜＜ 今後の予定 ＞＞
◇平成 27 年度通常総会のお知らせ
日時：2015 年 5 月 17 日（日曜日）14：00～
会場：中野区鷺宮区民活動センター3 階 洋室 2 号（中野区鷺宮 3-22-5）
○会員のみなさまに別途開催通知を送付いたします。
○登録会員（家族会員）、賛助会員もご出席いただけます。ただし、議決権は正会員
のみとなります。

■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：○前半：“春だ！陽気にかっぽれ体験”
（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：フロアホッケー他（協力：スポーツボランティア長野さん）
・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。

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/koenj i/

―――――――――――――――――――――――――――
■手作業サロン「ちいたびサロン」 実施中！
2015 年 4 月 4 日(土)、4 月 18 日(土)、
5 月 2 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。
昼食はみんなで買い出しに（お気に入りの揚げ物屋さん）
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■はみだし企画 2015 その１ ： ワクワク田植え体験ツアー
日

時：２０１５年５月 10 日(日)

※5/9 交流会の翌日となります。

行き先：いつもの栃木県佐野市！ 相場さんの田んぼです。
今年もお世話になります♪(^^♪

＜＜ その他の予定 ＞＞
■地域理解促進のための講演会 2015（11 月 8 日（日）午後、中野コングレスクエア）
■伊勢真一監督作品 「妻の病 – レビー小体型認知症-」 自主上映会 （予定）
（12 月 10 日（木）午後、中野 ZERO 小ホール）
■拡大理事会 誰でも参加できます。ご意見ください。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４月 18 日(土)）

平成２７年度の会員継続、会費納入のお願い
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。本年度の会員継続につき、よろしくお願い申し上げ
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。
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投
○

稿 欄

感謝の絵手紙をいただきました。

ありがとうございました。そしてお疲れさまでした。
グループ作りに 細かいお心使い とても助かりました。
おいしかった いちご 白クマくんの泳ぎに感動
帰りには病院門限のすすむ君優先にして頂き 皆さまにはご迷惑をお掛けしてしまいました。
病院へ報告 参加して良かったですね 主治医 看護師さんからのおことばでした。
高橋恵美子理事長 高橋事務局長はじめ ボランテア 参加者の皆さま お世話になりました。
これからも宜しくお願い申し上げます。
小林初江

事務局の窓 「ちーたー時速 100ｋｍ！！」 Vol.20
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
写真撮るのがうまいですよね。
などと言われることがありますが、
そんなことはないのです。私には技術もセンスもありません。でも
確かに自分でも良い写真だなと感じる作品が多くあります。
それはなぜか。下手でもシャッターチャンスを逃さないほどに素
敵なシーンが多くあるからなのです。
今回のいちご狩りの写真を見てもそう感じました。美味しいもの
を食べるとき、真に楽しいと思ったとき、みな本当に素敵な笑顔に
なります。今後もそんな笑顔になれる機会を多く作っていけたらと
思います。新年度もよろしくお願いします。
（ ）
―――――――――――――――――――――――――――
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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