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―― 今 月 号 の 内 容 ――
経過報告
・５月交流会の様子 勉強会「私たちが使える制度」（協力：中野区役所障害福祉分野）
・ちいたびサロン（第 17 回）、 ・ちいたび会第二期通常総会
・はみだし企画その１ ワクワク田植え体験ツアーin 佐野市（相場さんの田んぼ）
・藤本クリニック「仕事の場」視察（滋賀県守山市） 他
次回交流会（６月）のご案内
2015 年 6 月 13 日（土曜日）14 時～17 時
「見て踊って元気になろう！Let's チアダンス！」
（協力：PlatinumSprites のみなさん）
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
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 6 月 6 日、20 日、7 月 4 日

各土曜日 11 時～15 時

その他の予定
・はみだし企画その２：夏だみんなでバーベーキューin 軍畑（8 月 29 日(土) 青梅市）
・地域理解促進のための講演会（11 月 8 日(日)）、「妻の病」上映会（12 月 10 日(木)）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 ＞＞
■５月交流会の様子（５月９日、マイルドハート高円寺地域交流スペース、
本人８名、見学者３名含む４０名参加）
◆勉強会：「私たちが使える制度（活用できる障害福祉制度）」
（協力：中野区健康福祉部障害福祉分野）
若年性認知症の場合、高齢者や介護保険制度に
基づくサービスのほか、障害福祉の公的サービス
も利用できる場合があります。これまでに詳しく
聞いたことがないとの声もありましたので、今回、
中野区障害福祉分野障害者相談支援担当係長の
齊藤修氏をお招きして勉強会を開きました。
以下の項目について、具体的な制度内容、申請
できる条件などご説明をいただき、知識を深める
ことができました。
(1) 精神障害者保健福祉手帳の申請
(2) 手帳により受けられるサービス
(3) 自立支援医療（精神通院医療）
(4) 障害者基礎年金、障害厚生年金
(5) 障害者総合支援法による障害福祉サービス (6) 特別障害者手当（国手当）
介護保険優先の現行制度ですが、介護保険サービスにないサービス（自立訓練、就労移
行支援、就労継続支援、行動援護、同行援護）の利用はもちろんのこと、介護保険サービ
スに上乗せして利用できる場合もあるということ。障害福祉サービスの活用は難しいので
はないかと自分で諦めず、粘り強く相談してみるということが肝要だと感じました。
これから申請するという場合には、申請経験のある人のアドバイスがあれば心強いもの。
今後も、ちいたび会での勉強、情報交換を継続して、上手に制度を使えるようにしていけ
るようにしたいと思います。
◆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。家族組は情報交換。本人
組は久しぶりの巨大ジェンガで楽しみました。
◇家族交流会～家族組の情報交換であったお話から～
＜情報交換＞
○介護保険サービスの周辺に関することについて、鷺宮地域包
括支援センターの岩崎氏から介護保険制度の改正、地域包括
ケアシステムの構築などについて情報提供がありました。
・介護保険制度が改正され、現行の要支援１、２の対象者に
ついて、訪問介護と通所介護のサービスが介護保険本体の
給付（予防給付）から外れる。対応するサービスは地域支
援事業として再編成される。
（
「介護予防・日常生活支援総合事業」となる。平成２８年～）
・地域包括ケアシステムを構築するために中野区では「地域ケア会議」を開催する。行政、地域包括
支援センター、民生児童委員、医師などが集まり地域の課題を抽出するための場となる。
＜特別養護老人ホームへの入所について＞
○特養入所について。要介護３以上が基本だが、２以下でも要件があえば可能なこともある。報酬単価
は下がるが特養加算はつく。住所地特例制度もある。
○特養入居要件は、①介護度、②住居の事情、③介護者の事情（２週間に１度以上の通院など）。
○記入シートの欄外にも詳しく記入することが大切。できる限り伝える努力が必要。ケアマネ任せでな
く自分で施設へ足繁く通って確認することも大切である。
○有料老人ホームから特養へ移れるか？ →移ることは可能である。金銭面、距離面から訴えていくと
よいと思う。中心静脈栄養だと難しい。
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＜若年性認知症専門の施設について＞
○専門のものがごく少ないことが不満。
○若年性は施設で嫌われる。
「ピック病」だと拒否され「アルツハイマー病」だと受け入れられると聞い
たこともある。
＜その他＞
○認知症と思われる人を見かけたときの対応について。→まず包括へ。包括の連絡先がわからないので
もっと PR をしてほしい。その他、中野であればすこやか福祉センター、介護事業所でもよいので「気
づいたらつなげる」ことが大事、それが情報の蓄積にもなる。
○見かけたとして他人に関わってほしくない人をどうするか。実際には対応は難しい。

■第１７回サロン（５月２日、ちいたび会事務所、６名参加、他見学者１名）
来る途中で乗ったタクシーが信号無視で捕まったとの
ミニドラマがあった人もいましたが気楽に集まり、本人お
二人とともに買い出しに行った紅鮭弁当で昼食をすませ
ました。午後は、奥様方はビーズやキットの仕分け作業、
他は平和の森公園まで散歩。道中、ツツジやジャスミンが
きれいで初夏の風も心地よかったのですが、予想以上に距
離があり日差しも強く結構疲れました。でも、Ｋさんの英
語まじりのジョークがそんな疲労を和らげてくれました。
準備が整いましたのでビーズ細工どんどん作っていき
ましょう。ご協力よろしく！
平和の森公園（中野区新井）

■第二期通常総会（５月１７日、中野区鷺宮区民活動センター洋室２号、１３名参加）
正会員の出席者ほか、本人・家族も３名参加。３年
目突入ということでこれまでの取り組みを踏まえな
がら、しっかり熟成させていくという基本方針を確
認しました。
今回、新たに３名が加わり、理事７人体制となりま
した。
（理事長：高橋惠美子 副理事長：高橋昭彦 理
事：巻島道子、白岩裕子、石井文彦、石井智子、川村
達 監事：鈴木廣文）※下線＝新任。いただいたご意
見を踏まえより良い活動を目指します。
議事録、総会資料は近日中にホームページにＵＰ
します。
■はみ出し企画その１

今年も行きます！田植えツアーin 佐野
（５月１０日、栃木県佐野市、１９名参加）
昨年に引き続き、相場ご夫妻の田んぼでお世話になりました。当日は連休が終わった後
の週末の日曜日。道路事情を心配していましたが、こんなにスムーズでよいのかしらとい
うほどに順調。天気もすばらしい青空でした。
早めに佐野に到着しましたの
で、日本の名水百選として有名
な「出流原弁天池」に寄り道し
たりして現地到着。まずは恒例
のお蕎麦屋さんで昼食です。
さあ、田植えするぞー！と気
合を入れましたが、相場さんの
家に歩きで帰るはずの人たちが
待てどくらせど帰ってこない。
マス釣り場で、みんなが買い与えたエサに鯉が群がり山に
なる。
（こんなすごいの見たことな～い、との声しきり）
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うどんもおいしい！

なんと道端にノビル、ゼンマイがあるのを見つけ、摘むのにハマってしまったようです。
（当人たちはお土産が増え、みんなにこにこ）
今年も機械植えを何人か体験させてもらいました。思い
切って裸足で田んぼに入り手植えなど、みなさん気ままに
田植えを楽しみ無事終了。９月の上旬の稲刈りが今から楽
しみです。相場さんご夫妻またよろしくお願いします。

ひひひっ！ 大漁だあ。

今日は山菜摘みでしたよね!?
ノビル、ゼンマイ取り放題！

相場ご夫妻、お世話になります！
手植えには負けねえよ～

さすが手つきが慣れてます

乗りたかったんだよな～
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私の植えた稲！美味しいお米間違いなし

■藤本クリニック「仕事の場」視察（５月２０日、滋賀県守山市、理事４名参加）
滋賀県守山市の藤本クリニック（NPO 法人もの忘れカフェの仲間
たち）に「仕事の場」をお訪ねしました。
早期診断がつくようになり、軽度ではあるが会社などでの今まで
通りの就労は無理、でも介護サービスを受けるというレベルではな
い。そして居場所がなくなる。まさに空白の時期です。
「仕事の場」は、そうした軽度、初期の若年性認知症
を中心とした人たち（他の障害の方も参加）が、言葉の
とおり仕事をする場です。仕事ですので給料も出ます。
ここでは内職仕事を企業から請け負い、みんなで作業
しています。当日は４時間一緒に作業をさせてもらいま
したが想像していた以上に仕事の内容はハードです。不
出来なものは返品されるので一生懸命です。仕上がりを
気にしてキッチリ仕事を進めやり遂げます。運営につい
ても本人たちの意思、意見で決定して進めているとのこ
奥村看護師を囲んで。
とで、とても張合いを持って参加されている印象でした。
一方で休憩時間には参加者同士で冗談を言い合い、時に仕事のやり方を教えたりカバー
しあう素敵な仲間たちでした。（当日は２０名くらいの参加者でした。）
「仕事の場」の目的、役割は、診断から介護保険サービスへの空白期間を埋めるための
ものだとの奥村看護師の説明。症状が進み、作業が困難になった場合には介護サービスの
ステップへと移行していきます。だからこそ取り組み内容も具体的に絞り込めるのでしょ
う。この時期に多くの人とつながりができれば、介護サービスの利用ということにもスム
ーズにつながっていくことでしょう。その意義は大きいと思いました。
とても参考になりました。中野・杉並エリアでも出来ないか道を探っていきたいと思い
ます。奥村看護師、スタッフのみなさん、参加者のみなさん、ありがとうございました。

＜＜ 今後の予定 ＞＞
■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 （次回は６月１３日 表紙参照）
会場：マイルドハート高円寺・地域交流スペース
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。本人同伴でも、お一人でもどうぞ。
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＜＜ その他の予定 ＞＞
■はみだし企画その２ 夏だみんなでバーベーキューin 軍畑 8 月 29 日(土)
青梅線軍畑駅下車。電車で行くからみんなで飲めます！多摩川源流の豊かな緑！
■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)）

ちいたび会

入会のお誘い

周囲に若年性認知症で悩んでいる方がいらっしゃいましたら是非ともお声がけください。
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て輪を広げていきましょう。
《年会費（継続）》

４月１日～翌年３月３１日

①正会員
5,000 円
②賛助会員
１口 5,000 円
③登録会員（家族等）
3,000 円

（個人・団体とも）
（個人１口以上、団体２口以上）

《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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ちいたび会で旅行に出かけるときにはマイクロバスをレンタルしま
すが、マイクロバスの出入り口のステップと地面との間には結構な高
低差があり、会のメンバーだとなかなか厳しい。踏み台があるとよい
のですがレンタカー屋さんに用意がありません。そこで登場したのが
尾花さん。この人物、見た目は迫力ありますが実は心優しい理容師さ
ん。早速に自作してくれたのです。しかも毎回進化していて、当初素
材のままだったのが、今や危険色のスズメバチカラー仕様となりまし
た。本当にありがたい。今度本職の散髪してください！（ ）
―――――――――――――――――――――――――――

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

尾花さん（右）と手作りの踏み台

ちいたび会
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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