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―― 今 月 号 の 内 容 ――
経過報告
・９月交流会の様子
・はみだし企画その３：きっと豊作！稲刈りツアー（佐野市 相場さんの田んぼ）
・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) 他
リフレッシュ旅行会（１０月）のご案内 2015 年 10 月 10 日、11 日（土日）
※10 月は旅行会の月です。通常の交流会はありません。ご注意ください。

次回交流会（１１月）のご案内 2015 年 11 月 14 日（土曜日）14 時～17 時
会 場：マイルドハート高円寺 地域交流スペース（中野四季の森公園の西隣）
内 容：前半：お楽しみイベント：チーターマーク入りのマイグラスを作ろう
後半：☆本人交流会：サンドブラスト体験（グラスの仕上げ）
☆家族交流会：現状報告、情報交換等
ちいたびサロンのご案内
10 月 3 日、17 日、11 月 7 日 各土曜日 11 時～15 時
若年性認知症電話相談日
電話番号 ０３－３３３８－６９３２ ☆10 月開始
10 月 3 日（土）11 時～15 時 毎月第１土曜日に実施します。 ご利用ください。
その他の予定
・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 ＞＞
■９月交流会の様子（９月１２日、マイルドハート高円寺地域交流スペース、
本人５名、ゲスト５名含む３０名参加）
◆お楽しみイベント：「マイルドハートが歌声喫茶に～みんなで歌おう懐かしの歌♪♪」
協力：水谷正行さん
前半は、先月に続いてみんなで歌おう！という企画です。今回は、
石井ご夫妻の紹介で水谷正行さんに来ていただきました。水谷さん
は６３歳から介護施設での演奏活動を始められ、月３回ペースで訪
問。年内は予定ぎっしりとのこと。音楽大好き！という雰囲気を周
囲に振りまきながら、素敵な笑顔と優しい語り口、そしてギターと
得意のハーモニカ伴奏で大いに盛り上げてくれました。
曲目は、
「あの素晴しい愛をもう一度」、
「いい日旅立ち」、
「小さな
日記」、「見上げてごらん夜の星を」など、次々と
みんなで懐かしい歌を歌いまくりました。さらに
は、替え歌「年金時代」
（青春時代の替え歌）、
「振
り込め詐欺電話」
（雪山賛歌の替え歌）も飛び出し、
みんなの笑いも引き出してくれました。水谷さん、
ありがとうございました。

水谷さんありがとうございました。

替え歌 「年金時代」

◆お誕生日会
次回が旅行会のため、今月のお誕
生会は 10 月生まれの４人も加わって
の大パーティー。復帰した川村さん
もハッピーバースデイ！
いつもの高山さんの素敵なピアノ
を聴きながら、ティータイム。早速家
族同士で話し始める人たちも。みん
ロウソクの火、消します！
な話したいのです。
後半は、家族組と本人組に分かれて過ごしました。
◆本人交流会：オリエンテーリングクリーン作戦
～楽しみながらボランティア（街中をきれいに！）
会員の佐久間さんは、いつもゲーム大会の時などの盛り上げ
役、欠かせぬムードメーカーですが、子どもの育成活動などが
本業で（？）、コマ図づくりの名手でもあります。
（コマ図：オリ
エンテーリングやウォークラリー大会などで使う、スタート地
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点からの距離とルート上の情報をかんたんな図を使って示したもの）
さて、今回の交流会後半の本人組ですが、外に出て体を動かし、い
つもお世話になっている会場「マイルドハート高円寺」周辺でクリー
ン活動（吸い殻拾い）をしながら、オリエンテーリングを楽しもう、
という欲張り企画です。
というわけで、今回は佐久間さんにコース設
定をお願いしました。
（当日早朝に佐久間さんが
一人で現地を回って準備してくれたそうです。
ありがとう！）
二班に分かれ、安全ジャケットを身に付け、手
にはトングを持って出発しました。みなさん、と
ても器用で道端に隠れた吸い殻も要領よく拾い
上げます。また、コース上には数ポイント、現地
クイズも組み込まれて、みんなで謎解きも楽し
めました。
地図上では近いように感じましたが、実際に歩いてみる
と意外と距離があり、結構よい運動になりました。吸い殻
の収穫もそれなりにあり、まちの美化にも貢献できたかと
思います。楽しく社会貢献できました。お疲れさまでし
た！（次はもっと短いコースにしましょうね！）

疲れたよ～

マイルドハートの周辺を回りました。

◇家族交流会 ～家族組の情報交換であったお話から～
今回は会場の一角に臨時「もみ処」を設置。
（協力：マッサージ師玉榮照代さん）、日頃のコリを
ほぐしてもらってリラックスもできました。また、地元「のがたクリニック」の渡辺先生と帝京平
成大学薬学部の学生さんも一緒に家族交流会に参加しました。
＜本人の状態など＞

○以前の入所施設では、ご飯に薬をふりかけていたが、現在は薬はとろみの水かお茶で飲ませてく
れる。
「ご飯ですよ」
「お肉ですよ」と声掛けして食べさせてくれる。スタッフから「奥さんが返
ると切なさそうにしている」と聞かされた。
○ショートに慣れるため「江古田の森」の理学療法とお風呂（温泉みたい！）を利用
○温熱療法を始めてから本人が活性化してきた気がする。
○わからないかと思っても、本人はわかっている。
○認知症の人たちはとても分かっていると思う。
○状況は変わっていくので、マイナスにばかり考えない方がよい。
＜デイサービスの参加＞

○７月からデイに行き始めた。留守の間は自分の時間ができると思っていたが、なかなか外には出
られない。以前のようには楽しめないと感じている。
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○「デイは治療の一環」との高橋正彦先生の言葉が私の価値観のすべて。本人も週５日のデイを楽
しみにして、デイがないと寂しがる。
○デイには喜んで行く。どこへ行くかみんなで相談してから外出しているようだ。日曜日は利用者
が少ないので、遠出することもある。
＜施設への入所について＞
○５月に入院、有料ホームから特養に移って１か月たった。罪悪感はないが寂しい。もっと本人の

気持ちを考えてやればよかったと思う。毎日昼食（昼に行かれないときは朝食）の介助に行って
いる。全介助だが普通食。オムツからパンツになった。いない方が不安で疲れる。地元の特養な
ので施設とうまくやっていきたい。
○帰る時には「帰る」と言わないようにしている。いる間は一緒に写真など見ている。
○夫が病気だとわかったとき、最後までは自分だけで看ないと決めた。月４５万円の病院に６か月
半、特養を 30 か所申し込み隣町の施設に入れた。現在は話もできず、反応もないが生きている
ことが心の支えになっている。
○入所させることに罪悪感や後ろめたさを感じる人が多いが、社会の価値観にも一因がある。介護を社
会でする、という考え方になれない。後ろめたさがあるから良い介護ができるのかもしれない。
○入所してからの介護もあると思う。
＜接し方＞

○自分の父親が１０年間寝たきりで最期を看取った。そういう経験は子どもにとっても大切なこと
だと考える。一方で介護保険制度が出来てから変わってしまった。病院では最期が看取れなくな
った。看取りは生命の大切さを知ることであり、若い人の人生観を変えるものである。
○９５歳の曾祖母が認知症になり、性格もあったか周りのみんなが離れてしまった。
○自分は経験者ではないので、当事者にどう接したらよいかわからない。ここに参加して少しずつ
わかってはきたが、本人、家族から SOS を発せられない限り一歩引いているしかない。
○ちいたび会に参加している人たちはバイタリティがある。人間的にやさしい人ばかり。その雰囲
気がプラスの気持ちを引き出しているように感じる。
＜その他＞

○アリセプト１０ミリを処方されているが半分にして飲んでいる。残った分はどうすればよいか。
→本人の状態による。薬に関しても希望を医者にしつこく言い続けた方がよい。
○サプリ（プラズマローゲン）を６か月飲んだが効いていないようだ。プラセンタはどうだろうか。
○うちの夫もサプリを飲んだら ADL が落ちたのでやめた。
○特養は安全を考えてお風呂を小さくする傾向のようだ。
○薬剤師などの医療専門職でも認知症をよく知らない人がいる。勉強してほしい。

■ちいたびサロン
◇第２４回サロン（９月１９日、ちいたび会事務所、４名参加）
理事長はジョイントの会に参加するため、めずらしく理事長
不在のサロンでした。
「さぼてん」のカツ丼で早お昼（これが結
構美味しい）。縫い物もしたい、との声に応えてネットオークシ
ョンで入手したミシンの調整。学生の吉田さんも手伝ってくれ
ました。今後袋物なども作ります。みなさんもどうですか。
■はみだし企画その３：きっと豊作！稲刈りツアー
（９月６日、栃木県佐野市 相場さんの田んぼ、１６名参加）
秋雨前線停滞で雨模様の日が続き、当日の予報も雨。さすがに今回は厳しいかと心配し
ましたが、何とか天が味方してくれました。現地に到着する頃には薄日も差してどうにか
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いけそうな様子です。相場ご夫妻がいつもの笑顔で迎えてくださり、
早速に稲刈り開始。今回は文明の利器の小型コンバインが不調でした
ので全員で手刈りです。稲を左手でつかみ、右手の鎌でバサッ、５束
ほどをまとめ、ひもで結わいて脇に重ねていきます。
笑顔で「１，２，３、はいっ！」とリズムよく刈っていく
I 子さん。他のみなさんも段々とコツをつかんで、汗をかきな
がら奮闘。さすがに田んぼ全部は刈れませんでしたがみんな
で頑張りました。後は相場さんにお任せです。（すみません）
休憩時間には、手作り紫蘇ジュースや漬物をおいしくいた
だきました。今回は稲刈りに加えて、里芋ほりも体験させても
らいました。ミニショベルカーで豪快に掘り起し、土を落とし
ながら、親芋から子芋をもぎ取ります。なかなか力の要る作業
です。しばらくして雨がパラついてきたので作業は終了。
その後は、おそばと天ぷらでお腹を満たし（いつものお蕎麦屋さんは都合でお休みで別
の店を手配してもらいました）、エネルギーいっぱいになりました。
お土産にカボチャ、紫蘇の葉もいただき、
相場ご夫妻、本当に感謝です。ありがとう
ございました！！
昨年感動したマス釣り場の鯉と再会し、
えさやりに再挑戦して帰路につきました。
■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)
（９月２１日～２２日、甲州市塩山温泉、１０名参加）
本人・家族３組とサポーターで、温泉に入り、自炊で
のんびり楽しんできました。
２１日は連休の谷間だから混まないだろうとの勝手な
期待は見事に裏切られ、まんまと中央高速の渋滞にはま
りました。５キロ進むのに１時間、さらにその連続で、
途中のパーキングエリアでお昼ご飯を買って食べ、勝沼
のインターを降りるまで６時間。。。久しぶりに本格的な
渋滞に巻き込まれました。とはいえ、予定に縛られる旅
ではないので、それぞれに話をしたり、渋滞で側道を歩
く人たちを見て品評会したりとそれなりには楽しんでい
ました。
（運転手の尾花さん、事務局長お疲れ様でした。）
勝沼ぶどうの丘を散策して
ワイナリーでワインを買い、途中の酒屋で日
本酒を買い足し、スーパーで食材を買い入
れ、さらに地元専門店で馬刺しを入手して旅
館に到着。
今回泊まった井筒屋旅館別館は素泊まり自炊の宿。女性陣は早
速に料理開始。宿ご自慢のアルカリ温泉も満喫しました。
ほうとう風きのこ汁、なすの炒め物、鉄板焼き、ポテトサラダ、激辛キムチ、佐野のお
いしいお米のご飯もあります。赤身の馬刺し美味しかった！お酒も進みます。食事に続き
カラオケタイム。みんなでたくさん歌い、夜が更けていきました。
翌日は、山梨甲州市といえばぶどう狩り！を楽しみ、帰り路は渋滞を避けて、峠越えの
一般道で無事帰着。お疲れ様でした。
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■その他
◇拡大理事会（９月１９日、ちいたび会事務所、８名参加）
○９月の交流会の振り返り
・お楽しみイベントではみんなで歌うことができてよかった。楽しめたのではないかと思う。
・家族交流会でマッサージのコーナーを作ったが受けた４人は喜んでいた。時々やりたい。
・外に出るには虫よけスプレーが必要だった。（蚊が多かった）
・足の悪い人には距離が長すぎたように思う。車椅子の併用も考えるべきではないか。
・吸い殻をいれる大きめの缶が人数分あるとよかった。
・クリーン活動をするときには軍手もあった方がよい。

○今後の交流会企画
・11 月交流会のお楽しみイベントはマイグラス作り。昨年 12 月の山田浩子さんに今回もお
願いした。昨年取っ手つきのグラスだったので、今回は取っ手なしのグラスにする。
・全員でデザインし、その後本人組はサポーターと一緒にサンドブラスト（吹付）も体験する。

○１０月の旅行会について
・１日目は吉田元気村でピザづくりと体育館で楽しむ。２日目は
龍勢まつり見物
・元気村体育館での活動候補＝グランドゴルフ、ドッジビー、柔
らかいボールゲーム
・まつり会場でのトイレ対応策の検討、会場から臨時駐車場まで
歩行の難しい人を車で送る。
・前回の教訓を活かし、電車で帰る人の予定を確認しておく。

○理解促進講演会（11 月 8 日）について
・パネラーは、あしかり先生、斎藤正彦先生のほか、会員の堂迫さん、若年性認知症専門デイ
「練馬若年認知症サポートセンター」の三井さんにお願いした。座長は高橋正彦先生。
・会場のコングレスクエアは初めて使用する会場。入口がわかりにくいので案内が必要。
・人手の多い方がよいので、東洋大学の学生に手伝いを頼めないか加山先生に打診してみる。

○その他
・12 月 10 日予定の「妻の病」自主上映会について、引き続き「認知症みんなで考える中野ネ
ットワーク設立準備会」にて打合せを行っている。入場料は事情により 1,000 円となった。
・
「オレンジバルーンフェスタ」に後援することにした。緩和ケアの啓発活動、多職種連携の強
化を目的として 11 月 14、15 日に行われるイベント。

◇公開フォーラム「認知症の終末期支援と暮らしを考える」
（９月５日、中野区医師会館、７名参加）
なかの里を紡ぐ会を中心とした実行委員会に主催団体の一員として参画。当日の手伝い。
ちいたび会の活動についても少し発言させていただきました。参加者数約１２０名
◇「ジョイント感謝の会」
（９月１９日、全水道会館、理事長参加）
当会でも昨年に見学に行かせてもらった若年認知症社会参加支援センター「ジョイント」。
就労型活動と地域貢献を通して、若年認知症の本人がいきいきと社会参加し、本人自ら
が地域の支援の輪をつなげていくという、先駆的な取組を行ってきた同センターですが、
試行的役割を達成した中締めということで今回報告会が行われました。
活動拠点のある新宿区、新宿区社会福祉協議会などを始め、若年性認知症に係るたくさ
んの団体や個人が集まっていました。これまでたくさん学ばせていただきましたし、今後
もいろいろ教えてほしいと思っています。
6

＜＜ 地域の理解促進活動 ＞＞
◇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

◇「妻の病」自主上映会（認知症みんなで考える中野ネットワーク（みかん）設立記念事業）
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） 入場料 1,000 円
○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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＜＜ 定期旅行会、交流会、サロン ＞＞
定期旅行会（一泊二日）
■リフレッシュ旅行（於 埼玉県秩父市）
10 月 10 日,11 日(土日)の一泊二日。温泉、龍勢祭、
大宴会、ピザづくりなど。お楽しみに！！
※10 月の定例会は旅行会として行うため交流会はありません。

月例交流会（毎月第２土開催）

昨年の龍勢祭での様子

「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。次回 11 月 14 日（土）14 時から。
お気軽にご参加ください。 次回交流会の内容は表紙をご覧ください。
・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。
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。中野四季の森公園の西隣りにある介護・障害者施設です。

手 作 業 サ ロ ン （ 毎 月 第 １ ,３ 土 開 催 ）
■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。次回 10 月 3 日。
・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。

＜ その他の予定 ＞

さまざまに時を過ごします。（塩山温泉にて）

■拡大理事会
誰でも参加できます。ご意見ください。
毎月の第 3 土曜 15 時から、ちいたび会事務所にて お気軽に。（次回 10 月 17 日）

事務局の窓 「ちーたー時速 100ｋｍ！！」 Vol.26
９月、１０月はお出かけ企画満載です。会報誌編集に際して旅行時の写真を見返してみ
ると毎回笑顔いっぱい。笑顔があっての前向きさと信じてさらに企画します！ １０月か
ら電話相談日を設けました。０３－３３３８－６９３２です。ご案内ください。（ ）

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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