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―― 今 月 号 の 内 容 ――
経過報告
・４月交流会の様子「春だ！陽気にかっぽれ体験」
・ちいたびサロン（第 15 回、第 16 回）、拡大理事会他
５月交流会のご案内
2015 年 5 月 9 日（土曜日）14 時～17 時
「私たちが使える制度」（協力：中野区健康福祉部障害福祉分野）
後半：
（家族）専門職を交えた情報交換
（本人）みんなで体を動かして楽しもう。（ボーリング、エアホッケーなど）
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 5 月 2 日、6 月 6 日、20 日 各土曜日 11 時～15 時
※5 月１６日は、通常総会前日のためお休みします。
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
・第二期通常総会（5 月 17 日）、拡大理事会 他
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＜＜ 経 過 報 告 ＞＞
■４月交流会の様子（４月１１日、マイルドハート高円寺地域交流スペース、
本人８名〈内１名見学〉含む４７名参加）
◆お楽しみイベント：「春だ！陽気にかっぽれ体験」
『かっぽれ』聞いたことありますか？
若い人は知らない様子。年配の方も聞い
たことはあるけれど、というような感じ
の反応。ウィキペディアによれば、かっ
ぽれは「俗謡、俗曲にあわせておどる滑
稽な踊り」とあります。
参加者一同のいったいどんなもの？と
の期待感の中、櫻川流江戸芸かっぽれ中
野教室の９名の皆様が来てくださいまし
た。時間となり控室から登場！ 華やか
な衣装で練りこんでくる様子にあっけに
とられた表情を浮かべている人も。
初めにいくつか踊りを見せていただ
き、その後私たちも一緒に参加しました。銭太鼓ではわが会の男衆が姉さんかぶりで大
活躍。パレード踊りは全員参加で楽しみました。
◆後半 休憩をはさみ恒例のお誕生日会。その後、本人組と家族組に分かれての活動です。
◇本人交流会 スポーツボランティアの長野誠さんはアイデアマンで、
いつも新しいことを考えてきてくれます。今回はフロアホッケーを用意
してくれました。新聞紙で作ったスティック、パック（球）は紙皿やガ
ムテープの芯などの廃品利用、すべて手作りの道具セットです。
まずは一人ずつスティックを使ってパックを打ち込みます。点数が書
かれた的をお見事倒せれば得点となります。みなさん本当にとてもセン
スよく、得点を重ねていき、大歓声で大いに盛り上がりました。
コートを作り本格的なゲームにも挑戦しました。味方にパスしながら
相手方ゴールをねらうのはちょっと難しかったようですが、フリーポジ
ションの I さん、K さん、スポーツ大好き M さんは夢中になってゴール
をねらい活躍していました。また挑戦しましょう。
◇家族交流会

～家族組の情報交換であったお話から～

＜本人の様子など＞
○いちご狩りに連れていけてとてもよかった。本人はとても喜んでいて普段は見られない笑顔がたく
さんだった。写真にも写っていた。慣れた人がサポートしてくれて安心だった。参加のリスクを言
っていた病院の先生、スタッフもよかったねと言ってくれてほっとしている。
○温熱療法の効果か、身体能力は向上してきたように感じるが、歩くのが速くなり、ふといなくなっ
たりして、良し悪しである。
○家で自分への暴言がひどく、とても困った状況が続いていた。高橋正彦先生のご縁で当座ではある
が専門病院へ入院することが出来、ほっとしている。
○くも膜下出血で別の病院に入院したが、もう元の病院へは戻ることができないのかと不安だったが、
その後、元の病院へ戻ることができた。しかしこのまま長くはいられないと思うので、今後の居場
所を探している。
＜病院、介護施設との向き合い方＞
○施設と病院を行ったり来たりしている。お金はかかるが、もうしばらく様子をみたい。経過、今後
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がよくわからない。 ⇒遠慮せず病院に相談するとよい。
○デイのスタッフがあまりに手取り足取りしてくれるので困っている。ケアマネに伝えてもよいか。
⇒ケアマネを通さず施設に直に言った方がよい。ケアマネは選ぶことができる。
○当日に外出することは伝えてあったのに、病院側は衣服の支度をしてくれていなかった。自分は手
が痛くてできないからと病院に要望してもよいものか。⇒事情を伝え事前に頼んでおくとよい。
＜本人への対応＞
○頭ごなしに言ってはいけないとわかってはいるがつい言ってしまう。
○初めて参加した。海外生活が長く、診断を受けて帰国した。車の運転
で様子がおかしいことがわかった。 ⇒車の運転をやめさせるのは大
変、との声が他の参加者から多くあった。
○サプリ、日記など、良いと思われることをいろいろ試している。どれ
がよいのかわからず、人にはなかなか薦められない。
＜その他＞
○介護のことがわからず困っていた。ここに来られてよかった。
○自分の体調もあまりよくはないが、出来る限りのことはしたいと思う。
⇒交流会ではトイレの誘導などサポーターでもできるので、あまり心配しなくても大丈夫。

■第１５回サロン（４月４日、ちいたび会事務所、１０名参加、ゲスト２名）
昨今テレビ番組「夢の扉」でプラズマローゲンが取り上げられて話題になりましたが、
会員の中でもサプリに対する関心が高くなっています。そうしたことを受け、ご縁のあ
るサプリメント販売会社の社長さん二人をお呼びしてお話を聞きました。
■第１６回サロン（４月１８日、ちいたび会事務所、１０名参加）
事務所の向かいに公園があり八重桜が満開でした。地元町会が子ども花見大会をやっ
ていて参加させてもらいました。サロン初参加のＫさん、けん玉が上手でみんなが驚い
ていました。その後、本人組は一時間ほど妙正寺川沿いを散策。途中、サポーター大倉
さん自宅にアポなし突撃するも不在。白岩さん職場も重ねて不在。残念でした。
■拡大理事会（４月１８日、ちいたび会事務所、６名参加）
○４月交流会の振り返り
・
「かっぽれ」は徐々に乗ってきて本人も参加できてよかったが、最初はどうかかわってよいのか
わからなかった様子がある。導入部分をもう少し工夫すると、さらによかったと思う。
・本人交流会のフロアホッケーはみな楽しんでいた。最後の試合形式はルールが理解されなかっ
たように感じる。ルールがあるものは単純でないと困難。今後の取り組みの参考にすべき。
・今後、今までにやったものを繰り返してやるのもよい。巨大ジェンガもよかった。外出はサポ
ーターの数がないと厳しい。本人が満足するものは何かを引き続き探っていこう。
・本人の参画を得るという意味で、最初にミーティングをして当日やることを選んでもらう、等
も考えられるのではないか。
・家族交流会は時間が長かったので、ゆっくり話せてよかった。今後も 1 時間半くらい必要か。
○５月交流会の企画
・お楽しみ系が続いたので勉強会系を考えた。講師は中野区障害福祉分野に依頼した。
・介護、高齢者系のサービスの話も一緒にできるとよいと思うがどうか。
○状況報告、今後の予定
・平成 27 年度の助成金について「ゆめ応援ファンド」
（サロン活動）の助成決定。中央ろうきん
（３年目、交流会、会報誌）結果待ち。中野区政策助成申請中（交流会、講演会）
・11 月 8 日の理解促進講演会について、会場決定（中野コングレスクエア）
、講師を齋藤正彦先
生、芦刈伊代子先生に依頼。
・12 月 10 日に中野区内の家族会・交流会の連携ネットワークづくりのきっかけとするための
自主上映会を企画中（伊勢監督「妻の病」上映、主人公の石本医師による講演）
・サロン開始後一年が立つので振り返りつつ今後のことを話し合いたい。6 月のサロンにて。
・会員の柳生さんが認知症カフェ「オレンジカフェ」を開設。4 月 25 日東中野ｷﾝｸﾞｽﾞｶﾞｰﾃﾞﾝ。
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＜＜ 今後の予定 ＞＞
◇第二期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）
○登録会員（家族会員）、賛助会員もご出席いただけます。議決権は正会員のみ。
■月例交流会開催のご案内
毎月第二土曜日の 14 時～17 時に開催
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）
参加費：500 円。交流会終了後に懇親会あり。
○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。

―――――――――――――――――――――――――――
■手作業サロン「ちいたびサロン」 毎月第 1、第 3 土曜日 11 時～15 時 事務所にて開催。
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。

＜＜ その他の予定 ＞＞
■はみだし企画その１ ワクワク田植え体験ツアー 5 月 10 日(日) ※5/9 交流会の翌日
行き先はいつもの栃木県佐野市！ 相場さんの田んぼです。
■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＆石本医師講演
12 月 10 日（木）13 時から、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６月 20 日(土)）

事務局の窓 「ちーたー時速 100ｋｍ！！」
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5 月 17 日に第二期の通常総会を開催します。適切な運営を確保するための大事な会議。こ
の時期 NPO 法人として都に提出する事業報告書もたくさんあり大変ですが、乗り切って三年
目に突入します！継続できている組織はさすがだなと思う今日この頃です。
（ ）
―――――――――――――――――――――――――――

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

編集・発行
〒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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オレンジカフェにて（柳生さんとともに）

