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―― 今 月 号 の 内 容 ――
経過報告
・６月交流会の様子「見て踊って元気になろう！Let's チアダンス！」
・ちいたびサロン（第 18 回、第 19 回）、拡大理事会他
次回交流会（７月）のご案内
2015 年７月１１日（土曜日）14 時～17 時
「グランドホッケー？を楽しもう！道具はすべて手作りです！」
（協力：スポーツボランティア長野さん）
後半：（家族）専門職を交えた情報交換
（本人）バルーンを使ったゲーム、輪投げなど
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７月４日、１８日、８月１日 各土曜日 11 時～15 時
※ビーズ細工作品作りにご協力お願いします！
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
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 ＞＞
■６月交流会の様子（６月１３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４名、ゲスト８名含む４２名参加）
◆お楽しみイベント：「見て踊って元気になろう！Let's チアダンス！」
今回のゲストは社会人のチアダンスチーム
“Platinum Sprites”
（プラチナムスプライツ）
の皆さんです。きらきらのポンポンと笑顔と汗
が輝き、軽快なリズムでエネルギッシュに踊る
姿。見ているほうも自然に体が動きます。後半
には、ポンポンを貸してもらいワンポイントレ
ッスン。一緒に踊り大いに盛り上がりました。
今回特別参加の準くんも楽しそうでした。
もっと一緒に踊りたかったー、また来てほし
い！の声しきり（特に男性群）。
「皆さんを元気にするつもりで来ましたが、
こちらが元気をいただきました」とのリーダー
のコメント通り、全員が元気になれた楽しい時
間となりました。

そして６月の交流会では、さらに新たな若いエネルギーが。
今年もちいたび会に東洋大学の学生たちがフィールドワーク
の場として通年で来てくれることになりました！ この日は５
人のうち男子１名、女子２名が参加してくれたので、お誕生会と歓迎会を兼ね、Ｋさんと
一緒にケーキのローソクを吹き消してもらいました♪ これからよろしくお願いします！
◆後半 後半は家族組と本人組に分かれ、本人組は天気もよいの
で中野四季の森公園へ散策に出かけました。シートを持っていき
ましたが、直接地面に座ることの難しい人もいるなあと現地でう
ろうろしていたら、雰囲気を察してテーブル席を譲ってくれ、セ
ッティングまで手伝ってくれる若いグループがいてホロり。陽気
も人も気持ちよかったです。（ありがとうございました！）
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体験

レポート１

東洋大学社会学部社会福祉学科４年 吉田朱里

こんにちは。6 月からちいたび会に参加させていただいている、東洋大学 4 年の吉田朱里と
申します。名前は「しゅり」と読みます！覚えていただけたら嬉しいです。ちなみに東洋大生
は 5 人いるのですが、私がちいたび会との連絡調整を行っています。何か私たちに対しご要望
があれば私まで！
人と話すことが好きなので、ちいたび会の皆様ともぜひ仲を深めていきたいです。こんな私
ですがこれからよろしくお願い致します。

＜６月交流会＞ この日は私たちにとって初めての交流会ということで、東洋大生の挨拶から
始まりました。少し緊張をしていましたが、皆さんが明るく迎え入れてくださってとても安心
しました。そして参加者の方々も自己紹介をしてくださいました。その後はチアダンスの方々
のダンスを観たり、みんなで一緒にダンスを踊りました。最後チアダンスの方が、「私たちが
元気を与えに来たのに逆に皆さんから元気をいただいた。」という言葉が印象的でした。元気
を分け合った素晴らしい催しものでした。その後は 6 月にお誕生日を迎えられたご本人様の誕
生日会と私たちの歓迎会も兼ねていただき、ケーキの火を一緒に吹き消しました。みんなでケ
ーキを食べ楽しく交流ができました。
午後からは、本人組と家族組に分かれ、私たちはご本人たちと共に近くの公園に行きました。
軽いレクリエーションやけん玉遊び等で盛り上がりました！とても心地の良い時を過ごすこ
とができました。
そして夜は懇親会に参加をさせていただ
冒頭のあいさつ。緊張気味？
きました。お酒の席ということで大いに盛り
今年一年よろしくお願いします！
上がりました。いつの間にか最初の緊張感は
溶けて、楽しい時間を過ごすことができまし
た。また、このような場での話しやすさも実
感しました。
一日の活動を通して、楽しく有意義な時間
を過ごすことができました。皆さん気さくで
面白い方たちばかりで、今後一緒に思い出を
作っていけることが楽しみです！

◇家族交流会～家族組の情報交換であったお話から～
＜本人の状態など＞
○前回参加時に比べて体が左に傾き、話しかけに対する反応も悪く、急激に病状が進行したように

思えてショックを受けている。医者からは薬の影響かもしれないと言われた。
○私の夫の場合も体の傾きが大きくなった時があった。食欲が低下し水分も摂れなくなり入院した。
○私の夫も傾きが強く、イスでの座位もとれなくなったことがある。（上とは別の方）
○症状が進行しているように感じる。ケアマネジャーからデイサービスの利用を勧められ、息子と
見学に行った。本人は機嫌が悪かった。スタッフから「息子さんにデイに通う姿を見られたくな
かったのではないか」と言われた。今後、短時間デイも体験する予定。
○入浴好きな夫だったが、最近は入浴するとイライラする。
○文章は読めないが本を開くようになった。意欲が出てきたと思う。
○自宅でよく歩くようになった。オルゴールをかけたり写真を見たりしているが、頻繁に動き回る
ので家族はイライラしてしまう。デイサービスでの様子を聞いたところ「おだやかに歩いている
から問題ない」と言われた。
○中心静脈栄養だが、針の位置が左側から右側に変わった。
○大腸検査で潜血反応があり、ポリープが見つかる。視野検査も受けたいが、指示通りにすること
が難しいようだ。前立腺肥大があり夜間の排泄も多く、家族の負担が大きい。
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＜施設への入所など＞
○特養を何カ所も訪問して申し込み、入所できた。訪問した施設を全部回って入所出来た旨を伝え
た。本人は寝たきりでソフト食を口から摂取している。

○１年３ヶ月老老介護したが、今回、有料老人ホームに入所した。今は毎日面会に行っている。入
所前は、デイサービスの日は朝４時から行きたがる本人を止めるのが大変だった。また夜間３回
の排泄介助が負担であり不眠となった。
○有料ホームに入所してから、本人は話好きなのでスタッフや入居者ともよく話をしている。時々
英語で会話もしているようだ。
○病院から有料ホームへ戻る予定だったが発熱のため延期。病院、施設の往復が続き、両方に費用
がかかっている。
○夕食中に箸を落とす。デイで食が進まない。首をうなだれるようになり、受診。医者と相談し薬
をストップして様子を見ていたが、座っていても傾きが強くなり、入院することとなった。
○当初は点滴で栄養を摂っていたが、おかゆも食べられる
ようになり状態が安定してきたため、病院の相談員と今
後について相談する予定。自分ではまだ在宅で看られる
と、また自分で看たいと思っていたが、息子の助言もあ
り施設入所も想定している。
○介護サービスについて、施設サービスの利用に当たって
敗北と感じる方もいるが、そうではない。介護はその後
もずっと続くものであり、その時々で最適な接し方を考
えていけばよい。
○家族の思い、医者の考え方、それぞれあるので介護者一
人で悩まず、選択時には相談してほしい。

中野四季の森公園（中野区中野）

＜本人への接し方など＞
○本人の行動についムカッとすることがあり、それではいけないと日々悩んでいる。どのように感
情コントロールしたらよいのだろうか。

○イライラすることは正常な反応である。
「やさしい介護」が求められるのは介護の専門職員。家族
の場合は違う。そうした感情を抱くことを必要以上に感じすぎる必要はない。
＜その他＞
○先日話題となったプラズマローゲン（サプリメント）を１ヶ月間服用している。

○イベントがある日を楽しみにしている。AKB も好きなので今日もとても楽しんでいた。

■ちいたびサロン
◇第１８回サロン（６月６日、ちいたび会事務所・中野区伝統工芸展見学、７名参加）
途中でＳさんが顔を出してくれましたが、奥様が急きょ入院したとのこと。心配です。
午後は中野区伝統工芸展を見学することとなり、そこで I さん夫妻と合流しました。
◇第１９回サロン
（６月２０日、ちいたび会事務所、１０名参加）
都立家政阿波踊りでの出店（７月２６日）
を視野に入れ、ビーズ細工に重点的に取り組
むことになりました。本人組は散歩。同行者
のＷさん。土地勘のない場所で的確に喫茶店
を見つける嗅覚、そして初めて会った人との
親和力の高さは尊敬に値します。
皆さんもビーズ細工作品作りにぜひご参
加、ご協力をお願いします！！
サロンでのピーズ細工のキットづくり作業
（石井チーフのもと、みんな頑張ります！）
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レポート２

東洋大学社会学部社会福祉学科４年 丸山貴子

6 月よりちいたび会に参加させていただいている、東洋大学 4 年生の丸山貴子です！
はじめましての方もいらっしゃると思うので、簡単に自己紹介を… 私、丸山は東京都立川
市出身で好きな場所は動物園、好きな食べ物は果物や丼ものです（基本食べられるもの何でも
好きですが笑）皆様、これからどうぞよろしくお願いいたします。
そんな私が 6 月のサロンのレポートをさせていただきます！(^○^)

＜第１８回サロン＞ この日は、同じく東洋大生の吉田さんと
丸山で理事長・副理事長との顔合わせを行った後、中野区伝統
工芸保存会主催の、伝統工芸品展にお邪魔してきました！
ここから I 夫妻とお孫さんも合流し、一緒に見学させていただ
きました。この展示会には、2 月の交流会で、ちーたーマークの
型染めを教えてくださったという大地佐和子さんの染めたお着
物も出展されており、その美しさにうっとりしました。作品の
展示だけでなく、職人さんが作品を作る実演もしており、プロ
の技を生で見ることができました☆

＜第１９回サロン＞ 学生２人を含め 10 人程の参加者でした。
この日は主にビーズアクセサリーを作るためのキットの仕分け
作業を行いました。ビーズ一粒、一粒を丁寧に数え、約 600 個
のセットを何個も作りました(*^_^*) お手本となる完成品を見させていただいたのですが、
それはそれは美しい！皆さんと地道に数えたビーズたちもこんなに美しい姿になるのかと思
うと、丸山はワクワクで夜も眠れません…（笑） 梅雨の時期ですが、この日のお天気はカラ
ッと晴れ、外は夏のような暑さでした！お昼はお寿司とコロッケを買いに行き、事務所で美味
しくいただきました。奥様方と副理事長がビーズの仕分け職人を思わせる仕分けっぷりとなっ
た昼下がり、Ｉさんと同行のＷさんは街なかに散策に出かけられました☆
ビーズアクセサリーの完成に向け、学生どももお手伝い頑張ります(^○^)/
東京手描友禅の大地さん(左)
（中野区伝統工芸展にて）

―――――――――――――――――――――――――――
■拡大理事会（６月２０日、ちいたび会事務所、１０名参加）
○５月、６月の交流会の振り返り
・勉強会は定期的に行った方がよい。気づきもあるし、考えるきっかけともなる。行政職員等
に講師になってもらうことは理解を広めていくことにもつながり良いと思う。
・本人たちの症状が進行してきているので、本人組の時間では、個別の対応が必要な場合が出
てきている。場合によって複数メニューを用意するなど実施内容に柔軟性を持たせること、
また、サポーターのマンパワー増強も必要になってくるように思う。
・チアダンスは楽しかった。協力してくれた相手側にとってもよい経験になったのでは。
・今回着替えが必要となる場面が発生したが、施設側の厚意で対応ができた。今後は、会とし
て着替えの用意等、対応できる準備を整えるべきである。
・人によって散歩は疲れたかもしれない。普段歩いていない人もいるので個々人に配慮を。
・会発足後時間が経過し、家族はみんなしんどい状況となってきている。交流会やサロンに来
たくても本人を連れてくるのが大変になってきているように思う。時に各居住地を開催地と
する「訪問サロン」も試みてはどうか。

○今後の交流会企画について
・７月の交流会は長野さんと打ち合わせ済。本人、家族一緒に「手作りホッケー大会」をする。
本人の参加状況を見たいという声もあるので、一緒にゲームをするのはよいと思う。
・８月はミニ講演会「かかりつけ医との付き合い方など」（中野区医師会渡辺仁医師に内諾済）
・今後、理事と有志がペアとなり、交代して企画担当することで新たな発想を組み入れていく。
９月は石井理事が弾き語りの人に交渉する。（昨年 7 月にはペータさんに来ていただいた。）
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・１２月の交流会はクリスマス会として、家族、サポーターによるチャイム演奏を披露したい。
７月から交流会前に練習を開始しよう。

○中野区内家族会等のネットワーク作り
・ネットワークの設立と、その記念イベントとして開催する 12 月 10 日の自主上映会に向け
て、５月２７日、６月１１日に会議を開催した。
・12 月のネットワーク発足に向け、「認知症 mi んなで ka んがえる n（中）野ネットワーク」
略称 mikan（みかん）設立準備会を発足。当座の代表を惠美子理事長が務めることになった。
・同時に設立記念イベント「自主上映会と講演会」実行委員会を結成。新井の介護を考える会
の伊藤勝昭氏が実行委員長となり準備を進めることとなった。
・動きを共有するため、他の理事も交代で会議に参加してほしい。次回７月７日（火）

＜＜ 今後の行事案内 ＞＞
◇地域理解促進のための講演会 2015
日時：2015 年 11 月 8 日（日曜日）14：00～
会場：中野コングレスクエア カンファレンスルーム１
（中野区中野 4-10-2 「中野セントラルパーク サウス」 １階）
中野四季の森公園の南側、キリン本社の入っているビルです。
○基調講演「若年性認知症の理解と課題」齋藤正彦氏（都立松沢病院院長）
○シンポジウム「若年性認知症を地域でどう支えるか ～認知症になっても普通に生活
できる地域づくり」芦刈伊代子氏（あしかりクリニック院長）他

◇中野区内家族会等ネットワークの発足記念イベント
日時：2015 年 12 月 10 日（木曜日）13：00～
会場：中野 ZERO 小ホール（中野区中野 2-9-7）
○自主上映会 「妻の病 – レビー小体型認知症 -」（伊勢真一監督作品）
○同作品の主人公である石本浩市医師による講演会
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■手作業サロン「ちいたびサロン」 実施中！
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 円と昼食代の実費。
・本人同伴でも、お一人でもどうぞ。
・直近の開催予定は１ページをご覧ください。

昼食の定番、栄寿司と揚げ物セット

＜ みんなで出かけよう！ ＞
■はみだし企画 2015 その３：きっと豊作！稲刈りツアー
日 時：２０１５年９月６日(日)
５月１０日に田植えしましたがその後の成長はいかに。
行き先は、いつもの栃木県佐野市！相場さんの田んぼです。
相場さんお世話になります♪(^^♪
豊作間違いなしです！

■はみだし企画 2015 その２ ：夏はバーベキューだ！！（於 青梅市沢井）
日 時：２０１５年８月２９日（土）
行き先：アンティークレンガ・バーベキュー場「煉瓦堂朱とんぼ」
JR 青梅線 軍畑（いくさばた）駅から徒歩 10 分
多摩川源流の豊かな自然に包まれたなかでバーベキュー！
電車で行くのでみんな飲めます。肉食べましょう。
※申込みは８月２２日（土）までにお願いします。

＜ その他の予定 ＞
■リフレッシュ旅行（於 埼玉県秩父市）
10 月 10 日(土)11 日(日)の一泊二日。温泉、龍勢祭、大宴会。
その他お楽しみイベント企画中。お楽しみに！
■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。
毎月の第 3 土曜日 15 時から、ちいたび会事務所にて。
（次回７月 18 日(土)）

♪
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。
活動の輪を拡げるためのご協力、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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月例交流会のご案内（毎月第２土曜日開催）
「若年認知症交流会小さな旅人たちの会」
（ちいたび会）は、若年性認知症と関わる
こととなった本人・家族の交流会です。
どうすればいいのだろうと悩んだ時に、病気のことをわかっている人と話せれば、
どんなに心強いことか。でも、頼れる人に出会う機会が少ないことが、若年性認知
症の悩みの一つ。
ここには、経験者、そして、現在進行形で関わっている本人・家族のみなさんが
います。そして協力してくれる専門職、支援者たちがいます。
お気軽にご参加ください。
・参加費は 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。
・直近の開催予定、プログラムは１ページをご覧ください。
○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/

事務局の窓 「ちーたー時速 100ｋｍ！！」
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今回、社会人チアダンスチーム Platinum Sprites のみなさんに来
ていただきました。大好評で次回も是非企画をという勢いですが、ど
ういう経過で今回に至ったかというと、彼女たちが東中野駅駅前広場
の完成記念イベントで踊っているのを見かけて声をかけたというこ
とがきっかけです。彼女たちの福祉関係でも機会を持ちたいとの思い
と偶然につながった形です。また、今回、マイルドハート高円寺の障
害者ショートステイを利用している準くん親子が初めて参加してく
れました。これは施設でのつながりです。さらに、杉並区の包括支援
センターの紹介で見学に来てくれた本人もいらっしゃいました。いろ
いろなつながりからさらにご縁が広がることを期待します。（ ）
―――――――――――――――――――――――――――
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

Platinum Sprites のみなさん

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。

8

