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若年認知症交流会ちいたび会
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2015 年 7 月 31 日発行
―― 今 月 号 の 内 容 ――
経過報告
・７月交流会の様子「みんなでグランドホッケーを楽しもう♪」
・ちいたびサロン(第 20 回、第 21 回)、ビーズ細工お披露目会他
次回交流会（８月）のご案内
2015 年８月８日（土曜日）14 時～17 時
（家族）勉強会「上手なかかりつけ医との付き合い方」
協力：医療法人社団渡辺会大場診療所 渡辺仁副院長
（本人）街なかへ繰り出そう！第一弾（カラオケスナック編）
歌声喫茶風にみんなで知っている曲を歌いましょう♪
「花むしろ」（昭和レトロな中野昭和新道商店街）
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 8 月 1 日、22 日（要注意!!） 各土曜日 11 時～15 時
※第 3 土曜日 15 日はお盆なので、今月は第４土曜日の 22 日(土)開催です。
※９月５日(土)は、稲刈りツアー前日なのでサロンはお休みします。

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）
・はみだし企画その３：きっと豊作！稲刈りツアー（９月６日(日)佐野市相場さんの田んぼ）
・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 ＞＞
■７月交流会の様子（７月１１日、マイルドハート高円寺、本人７名、見学１名、
含む３５名参加）
協力：スポーツボランティア長野誠さん
◆お楽しみイベント：「みんなでグランドホッケーを楽しもう♪」
身近なものを再利用して遊び道具に仕立ててしまう長野さ
ん。今回は、手作りのホッケーセットで楽しむ、グランドゴル
フならぬ「グランドホッケー」の登場です。
ホッケーのスティックは古新聞を丸めたもの。パック（玉）
は紙皿とインスタント焼きそばの容器を組み合わせたもの。長
い風船を牛乳パックの土台に差した『ゲート』を順番にクリア
していき、最少打数でゴールしたチームが勝利！というゲーム
です。
長野さん企画の素晴らしい点は、手作りなので準備段階から
みんなで参加することができることです。開会前からＦさん、
Ｏさんは牛乳パックを切ったり、紙皿に得点を記入したりして
くれました。開会後もみんなで風船を膨らましたりの準備を進
め、あっという間に交流会会
場に、カラフルなゲートが４
つ並んだ２レーンが出来上が
りました。
正確なショットを決める M さん、打つのではなくステ
ィックで押す、という新戦法に出た K さんなど、個性豊か
にそれぞれ熱戦が繰り広げられ大いに盛りあがりました。
◆お誕生日会
この７月でお誕生日会も３巡目となりました。めでたく３
回目を祝うこととなった F さん、そして２回目の E さん、
本当は先月だった学生の上條さん（先月欠席）、先月やったけ
ど今月も特別参加の K さんの４人でろーそくの火を吹き消
しました。
◆後半 後半は家族組と本人組に分かれ、家族組は別室で家族交流会。本人組は引き続
き、長野さんを交えて、得点を記したペットボトルを床に置き、ホッケーのパックで倒し
得点を競う「あなたがホッケー得点王！」に挑戦しました。
さらには定番の輪投げ。でも今回はちょっと趣向が
違います。赤い毛氈（もうせん）の上に、なんと缶詰、
瓶詰、ペットボトル！？ 輪が入れば現品ゲット！と
いうことで、これまでにない真剣味と緊張感。そりゃ
そうです。奥様、旦那さまのため。プレゼントするん
ですから！
一番人気は『カニ缶』。日本人はカニ缶には目がな
いようです。必死で狙いますが、なかなか取れません。
お見事ゲットしたのは、Ｆさん！みなの羨望のまなざ
しが。また機会を作ってやりましょう。
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◇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＞

○前立腺の薬を服用してから、夜の頻尿がなくなり眠れるようになった。昼間はトイレに行くこと
が多い。便秘がちで野菜を摂るようにしている。
○耳がますます聞こえづらくなっている。
○立ったり座ったりもどかしくしている。何もないと 1 日ぼーっとしている。
○おふろでのイライラが始まってしまった。本人がイライラすると自分もイライラしてしまう。
○パジャマの上にトレーニングウェアを着たり脱いだりしている。注意をすると反発するので対処
に困っている。
○短期の記憶を忘れてしまう。トイレの流し忘れなど。本人は予定が気になり何度も確認している。
○薬の飲み忘れがないよう注意している。サプリのモニターになったが飲み忘れることが多い。
○会う度にどんどん進行している。会話がかみ合うときと合わないときがある。前傾がひどく、薬
を止めた。病院を移った方が良いのではないかと言われ、病院と話をすることとなった。
○私に接する時よりも、第三者が接する方が素直になっている。みなさんの接し方が上手いからか。
○本人はわからなくなっていくことがわからなくなり、穏やかになった。進行することが悲しいこ
とだとは思わない。できなくなることはマイナスだけではないと思うが、家族は辛い。
○介護保険の見直し（現在は要介護 1）があった。調査時はしっかりしていた。
＜介護者側の負担＞

○実母のホスピス探しや、孫が高熱を出して預かることなどが重なり負担が大きかった。
○自分が「うつ」ではと言われた。
（介護家族は大なり小なりそんな状態になるとの声多数あり）
○支える動作に力がかかるようになり、自分が腰痛になった。（職業柄もあるが）
○長兄等、家族は関わりたくないとの意向である。
＜デイサービス関連＞

○デイサービスに慣れてきて、体験含め週 4 日行けた時はとても楽だった。家ではずっと歩いてい
て家族がイライラするが、おだやかで外に出たりはしない。
○デイサービスに行くまで予定の確認を繰り返している。
○デイサービス 1 ヵ所に断られた。来週 1 ヵ所体験に行く。
＜在宅から施設へ＞

○妻は退院して立って歩けるようになった。リハビリに入る。急展開だったが、息子からの進言も
あり、特養や有料ホームを探した。老健、グループホームは難しいと言われた。特養 4 ヵ所に申
し込みし、とりあえず自宅近くの有料ホームに入居。
（その後、特養への入所が決まった。
）

「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 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。

○本人も辛いものと思う。毎日面会に行き２時間
くらい居るが、帰る時に悲しそうな顔をされる。息
子に「少しお母さんのことを忘れた方がいい」と言
われる。
○夫が入居した有料ホームに毎日行っている。夜
になると良心の呵責に苛(さいな)まれる。
別料金だがフラワーアレンジメント等の活動やマ
ッサージなどの設定があり、全部に参加させてい
る。本人は話好きで、周囲の人たちにも慣れ落ち着
いて過ごしている。
○有料にしろ特養にしろ「入った時が吉日」と捉
え、気持ちを転換させた方がよい。入院、入所は敗
北ではない。どこにいてもつながりは変わらない。
特養は期待するほどよくないが、悪くもない。
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＜介護施設の状況について＞

○グループホームについて、一般的には要介護 1・2。要介護度の高い人についても器としては受
け入れられるが、スタッフの認知症に対する力量が課題。進んだら特養へというのが一般的。ま
た、高齢の方が多いので、若年の場合、その中に入るのは難しい可能性もある。
○特養について、1000 人待ちと言ってもみんな何カ所も申し込んでいるので、実際は 250 人待
ち位で 1～2 年で入れるのではないか。また、必要度の高い人が優先されるしくみとなっている。
○特養申込み時のアドバイスとして、申し込んだ事業所に随時情報更新を申し出た方が良い。（介
護度、家族構成等）
。また、申し込む際に症状等の書き方の工夫も大切である。わざわざ不利なこ
とを書く必要はない。
＜その他＞

○「アリスのままで」という若年性認知症本人の視点の映画を観た。こんなこともあったという場
面や、疑問に思う場面もあった。外国ではアルツハイマーは遺伝病と言われているようだ。
○８月から介護保険の負担割合の見直しがあると聞いた。所得に加えて本人 1000 万円、家族
2000 万円以上の預貯金があると影響があるということだが、そういう情報も伝えてほしい。
○ホームホスピス活動をしている。一人ひとりと向き合うことが大切だと思っている。このような
場でのピアカウンセリングは重要。また情報交換、ネットワーク作りも必要である。

■ちいたびサロン
◇第２０回サロン（７月４日、ちいたび会事務所、８名参加）
今回のサロンは新しい趣向が二つ。
「サロンでカラオケ」そして
「まちなかクリーン隊（吸い殻拾い）」です。
サロンでカラオケもやろう！と意気込んでいる事務局長が持ち
込んだ「Wii U（任天堂）」の設定作業を行いました。
（学生さんた
ち若者はさすがに新しい機械に強い。感心。）
お昼ごはんを食べた後は、ビーズ作品作りと「まちなかクリー
ン隊」とに分かれての活動です。ビーズ組の今日の指導者は巻島
さんと中戸さんのコンビ。７月末の都立家政阿波踊りでの展示に備えて、作品作りに精を
出しました。かわいいストラップが出来ました。
「まちなかクリーン隊」は大和町２丁目界隈に出掛けていきました。一雨来そうな雲行
きだったので近いところを回ってきたとのことでしたが、小さなバケツいっぱいの大
漁？！でした。パトロールベストとトングを持って吸い殻拾っている姿が素敵ですね。
地域貢献活動これからも継続していきます。
戻ってきてからは初のカラオケタイム。カラオケはビーズ細工のＢＧＭとしても最適な
ようです（笑）。
◇第２１回サロン（７月１８日、ちいたび会事務所、７名参加）
引き続きビーズ作品作りとキット作りに励みました。学生
さんたちもグラスコード作りに挑戦。上手に出来ました！
キットづくりは、みんなで作業ができるよう準備作業と
して行っているものです。今回はビーズ 400 個を数えて袋詰
めしました。手作業と秤を用いて作業しましたが。だんだん
と慣れてきました。男性陣はカラオケ三昧。年代幅広く３世
代。知っている曲がそれぞれ違うのが面白い。
平野さんありがとうございます！

■ビーズ細工のお披露目（７月２６日、都立家政阿波踊り、１０名参加）
当日は都立家政駅周辺での阿波踊り大会の日。昨年に引き続き「サンフルール」のご協
力をいただき、ビーズ細工を店頭に並べさせていただきました。
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作品は、石井チーフを始め奥様方、学生たちがサロンの日に、また自宅で一生懸命作っ
てくれたもの。メガネコード、ブレスレッド、リング、ストラップなど、天然石を使った
ものもあり、とても素敵なものばかりです。
石井チーフのもと、
当日はとても暑かったので店頭組と店内で
みんなで頑張って作
の休憩組と交代しながらの参加です。学生た
りました！
ちは平野さんにピザ作りも教わりました。
（お
店では夕方からフルーツとピザを販売）。
通りがかった人が足を止め、何人かは気に
入った作品に寄付をくださいました。ありが
とうございました
■拡大理事会（７月１８日、ちいたび会事務所、６名参加）
○７月の交流会の振り返り
・風船や牛乳パックの準備作業は全員参加できて良いと思う。はさみを使った作業もあったが、
傍から見ていると危なげではあるがやり遂げていた。作業的なことはみな真剣に取り組むの
で積極的に取り入れた方がよいと感じた。共同作業する時間は学生にとっても本人や場にな
じむのによかったのではないか。
・活動３年目を迎え本人たちの症状の変化を感じる。交流会ではこれまで全員で楽しめたこと
で個別の対応が必要な場合も出てくるように思う。そのためのサポーター増強も必要だろう。
・輪投げは人による差があまりでなくてよい。カニ缶ゲットした人は喜んでいた。
・サポーターとの組み合わせが不完全だった。今回はペアとなりサポートする相手を会の最初
に確認して進めていたが、遅れてきた人への担当者の割り付けができていなかった。

○今後の交流会企画について
・８月の交流会では渡辺仁医師によるミニ講演会を予定しているが、家族だけで話を聞き、相
談した方が、踏み込んだ質問もでき、良いのではないか。その場合、本人はどうするか。
⇒本人は別途プログラムを用意する。歌声喫茶風にしてみんなで歌い楽しめるようにする。
・９月の交流会は石井さんが縁のある弾き語りの人に交渉して出演の確保をしてくれた。
・１１月に阿波踊りの連を呼んではどうか。前回のチアダンスもみんな楽しく踊っていた。
・１２月の交流会はクリスマス会風に仕立て、家族、サポーターによるチャイム演奏を披露し
たい。高山さんのハンドベルのグループも来てくれることになった。
・家族交流会で介護保険の一定以上所得者の負担割合の見直しについて話題となった。そうし
制度改正などの情報共有などについてもしっかりと取り組んでいく必要があると思う。

○認知症みんなで考える中野ネットワーク共催事業（12 月自主上映会）について
・７月７日に準備会打合せが開催された。主な議題はロゴマーク、チラシ案等検討など。
・情報提供が少ない。もっと情報を。みんなで理解して応援できるように進めてほしい。

○理解促進講演会（１１月）について
・誰をターゲットとして開催するか。まずそれを
明確化すべき。マスコミ等でも取り上げられて
きてはいるが、今の段階では、多くの人に正し
く知ってもらうことが大切ではないか。
・パネルディスカッションでは「地域で支える」
をテーマとするが、若年性認知症の他家族会を
お呼びし、取り組み状況などを紹介してもらっ
てはどうか。
・昨年度の様子を思い返すと、家族の話もぜひ聞
きたい。という声が大きくあったように思う。
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＜＜ 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 時開演
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）
中野四季の森公園南側、キリン本社の入っているビル
○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）
○パネルディスカッション
「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」
芦刈伊世子氏（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 時開場、13 時 30 分開演
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。

＜ みんなで出かけよう！ ＞

さまざまに楽しみます。（懇親会 炙谷にて）

■はみだし企画その３：きっと豊作！稲刈りツアー
日 時：２０１５年９月６日(日)
行き先：栃木県佐野市！相場さんの田んぼ。

■はみだし企画その２：夏はバーベキューだ！！
日 時：２０１５年８月２９日（土）
行き先：「煉瓦堂朱とんぼ」（青梅市沢井）
JR 青梅線 軍畑(いくさばた)駅徒歩 10 分

■おためし旅行その３：
自炊でみんなでワヤワヤのんびりしよう(塩山温泉)
日 時：２０１５年９月２１日～２２日（ともに祝日）一泊二日
行き先：山梨県甲州市塩山温泉 井筒屋旅館別館

＜ 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)
一泊二日。温泉、龍勢祭、大宴会、ピザづくりなど
■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 15 時から、ちいたび会事務所にて（次回８月 22 日）

＜＜ ８月交流会のご案内 ＞＞

＜勉強会の内容＞（予定）
○中野区医師会について（認知症アドバイザー医など）
○身近な地域でかかりつけ医を持つことのメリット
○かかりつけ医と病院の連携など
○若年性認知症におけるかかりつけ医との関係の持ち方
○在宅医療介護連携について
○訪問診療をされる中で感じていることについて

2015 年８月８日(土) 14 時～17 時
☆本人交流会 カラオケスナックで歌声喫茶
みんなで知っている曲を歌いましょう♪
☆家族交流会 勉強会
「かかりつけ医との上手な付き合い方」
講 師：大場診療所 渡辺仁副院長（訪問診療にも取り組んでいらっしゃる先生です。）
○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。
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○

稿 欄
折り折りの記

～思いつくままに～
会員 川村達

設立時入会し、交流会・拡大理事会は皆勤であったが、故あって６・７月を欠席。会報誌６・７月号でご本
人はじめ関係者の活躍を拝見し嬉しく思う。ここで今日までのことをトレースし、主観的視点もあるがまとめ
てみた。その一端を紹介する。
〇感謝 当会運営は多くのご協力者のパワーで成立している。①賛助会員：資金運営面他、②交流会ほかへの
各事業参加者。
〇秩父旅行 プレを含めて３回参加。２６年は２５年の経験が生かされ、先が読めゆとりをもって対応できた。
その意味で２６年のグランドゴルフ（当会は初、殆どの人初体験）では、担当の私の思慮不足で運営に円滑
さを欠いた。会場の下見はしたが、サポーターを誘い「説明とおためしプレイ」をすべきであった。
｛２５年｝S さん・東洋大 H さんとで O さんの往復の道中と入浴をサポート。入浴では衣服の着脱・三助をし
露天風呂の要望にも応じた。就寝は F さんを別の S さんと担当。部屋の外へ出られるのを懸念、出口近くで
寝た。初体験で緊張の一夜。翌朝この部屋に他のご本人・サポーターも集まった。ご本人中心に短時間だが
談笑。よい雰囲気。N さんの同室者が N さんの几帳面さを紹介「シーツをきちんと畳むなど寝具の整理」
｛２６年｝飲めや歌えやの大宴会、ピザ作り・グランドゴルフと参加型の行事は終了。
翌日は龍勢打ち上げ日。理事長の口上、次いでわが龍勢は上った。上空に達するまでヒヤヒヤ。上った、
大成功。当地関係者に感謝。
帰りのシャトルバス乗り場は長蛇の列。３台目に全員乗車。O さん・東洋大 N さんと O さんの場所を確
保。座席は埋まり空席なし。E さん来たが席なし。代ってくれる人いない。冷たい視線を感じた。これらを
責めるつもりはない。座るために待っていた人、レジャー帰りの人などは、やっと手にいれた席は手離した
くないもの。最後尾席の人がすき間を作ってくれた。
〇トイレ介助 旅行はじめ外出先でのトイレ介助は対象者が多くなった今日、１対１ではなく状況にもよるが
基本的には複数対応が望ましい。サポーターの車の移動、車種により駐車場所が分れることには課題がある。
〇ヒヤリ・ハット マイルドハートの交流会で後片付け中、ある２人が消えた（会報誌既報）
。医師会館で開催
の交流会でも発生。バンダナ製作の日。会場後片付けをしている時、備品を倉庫に収納し出たら、ある２人
が会場にいない。数人に声を掛け O さんを誘い、出口を押えるため門へ急いだ。路上を探したがいない。外
は O さんに頼み館内に戻り探した。館内探訪中の２人に出会った。システマチックな見守り体制の確立、散
会後にも連絡先の分るものの着用を当会としての制度化も重要。
〇大雪の日の交流会 ２５年２月、中止のつもりでいたら召集あり。なんのためらいもなく懇親会参加に〇を
付けた。その時の心理今でも分らない。４人で降りしきる雪の中まちへ繰り出した。
〇春の装い ２６年２月の交流会後の懇親会、M さんが若草色のモヘヤ系セーターを着用。
「M さん素敵ね」
と声を掛けたら、隣のご主人が「立春も過ぎたので春の装いをした」と話された。お幸せな M さん。
〇お聞きしました 外部の者の立場で、認知症？の方への接し方に「変だよ」などを伝えることは難しい。高
齢者会館等地域に係わりを持つ私の長年の課題である。お聞きしました。①髙橋正彦先生：交流会での四季
の森公園散策の折、
「医師の言葉として伝えるのがよい」②あるご家族：インフォーマルの場で、
「具体的に
言われるのは嫌だ、一般的な話として伝えてほしい」
〇トレースのまとめ 私は、①バードビューの視点で思考・行動を心掛ける。②自らを律する。ことである。
さらには、エリア内の福祉介護関係者で当会を知らない人たちがいる。草の根的 PR も重要。
以上。

事務局の窓 「ちーたー時速 100ｋｍ！！」 Vol.24
できるうちは一緒に出掛けたい。そんな自然な気持ちが大切です。みんなで行けばそれ
なりのところは行けると思います。行けると考えるなら行きましょう。できるかどうかの
判断を誰がすべきなのかを私は知りません。お手伝いはできます。思い出は作れます。
（ ）

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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