若年認知症交流会ちいたび会

会報誌

201５年 11 月号

（ Vol.25）
2015 年 10 月 31 日発行
―― 今 月 号 の 内 容 ――
経過報告
・リフレッシュ旅行会 2015 in 秩父の様子
・ちいたびサロン（第 25 回、第 26 回） 他
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
協力：T.H グラス工房 山田浩子氏
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
11 月 7 日、21 日、12 月 5 日 各土曜日 11 時～15 時
若年性認知症電話相談日
毎月第１土曜日 11 時～15 時に実施

電話番号 ０３－３３３８－６９３２
次回 11 月 7 日（土） どうぞご利用ください。

その他の予定
・地域理解促進のための講演会（11 月 8 日(日)14 時開演、中野コングレスクエア）
・「妻の病」上映会（12 月 10 日(木)13 時 30 分開演、なかのゼロ小ホール） 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 ＞＞
■リフレッシュ旅行会 2015（１０月１０日,１１日、埼玉県秩父市、本人５名含む２０名参加）
今年もちいたび会の総勢 20 名。元気に行ってまいりました。
１０月第２週土曜日定例の一泊二日のリフレッシュ旅行会。行先は恒例の秩父市吉田で
す。昨年はＳＬ乗車に、ちいたび会の龍勢打ち上げ等々、盛り上がった一方で、詰め込み
過ぎで忙しかったかなという反省に立ち、今年は、あまり欲張らずゆっくりと楽しもうと
いうことで組み立てました。
朝７時過ぎに中野区役所前を起点とし、途中
事務所で大荷物を積み込み、第二集合場所の白
鷺３丁目を経由して、チーター観光のマイクロ
バスは出発進行！すっかりバスガイド化した
理事長の案内の元、秩父へと向かいます。
今回、どんなに渋滞しようと大丈夫！とい
うことで、マイクロバス車内に任天堂Ｗｉｉ
を持ち込み、車内でのカラオケも楽しみまし
た。声だけ聞いていると誰だかわからない可
愛い声の人が多いです?! カラオケは歌いや
すいですが、これまでの歌詞カード使っての
アカペラも捨てがたいなあとも思ったりもし
ます。みなさん歌大好き。いろんなパターンで
楽しみまし
ょうね！
そんなこんなで歌三昧のうちに花園インターを降り
ました。インター近くで追加のワゴン車を借り、ここか
らは車２台での移動です。途中、皆野駅でＭご夫妻を拾
い、最初の目的地「吉田元気村」に到着です。
合角ダムの麓にひろがる「吉田元気村」。コテージ・
炊事施設・体育館・クラブハウスなどがあり、アウトド
ア気分を満喫できます。
新井支配人今年もお世話になりました！
昨年に引き続き支配人の新井さんの指導でピザづく
り。今年はフルーツピザにも挑戦。たくさん美味しく食べました。チーズは苦手と言うＥ
さんもピザをぱくぱく。（そういえば昨年もそうでした。）
お腹がいっぱいになった後は、吉田元気村付属の砂地の体育館でドッチビー、グランド
ゴルフ、巨大ボール遊びで汗をかきました。

大きなボールをみんなで蹴ってのパス回し。サッカーコーチをしていたＩさんはさすが、
途中でのカットが上手でした。みんな夢中でボールを追いかけ砂まみれとなりました。
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宿泊地に向かい、おなじみになってきた小鹿野町の
両神荘にてゆったりと温泉を楽しみました。そして恒
例の懇親会。美味しい食事にお酒も入り、カラオケが始
まる頃には仮装のかつらやメガネも登場し、３人娘の
若い歌やら盛り上がりました。ところで、みなさん仮装
すると性格変わりますよね？
仕事が終わってからバイクで凍えながら来てくれ
た浦本さんも加わり、ようやく全員集合！ 家族たちは
仮装大好き三人娘？
それぞれの状況報告、情報交換もたくさんできました。
？
二日目は恒例の龍勢祭。手作りロケットを打ち上げる壮大なお祭りです。朝から雨模様
であいにくのコンディション。でもそんな中、先発隊の
吉田、上條、はなみの女子３人組が頑張って荷物を運び、
後発隊の受入準備を整えてくれました。
ありがとう！そして君たちの苦労が天気を良い方へ
と変えてくれたようです(^O^)／ しばらく雨は残って
いましたが、だんだんと晴れ間も。気温もぐんぐんと上
がっていき午後には暑いほど。
桟敷席にて１５分おきに打ち上げられる龍勢を見て、
お世話になっている流派「愛
火雲流」の棟梁の奥さんに作
ってもらったおでん、煮込み
などを食し、ゆっくりよもや
ま話に花を咲かせながら時
を過ごすことができました。
帰りの高速道路も割と順
調で予定よりも早めに無事
に帰り着きました。
リフレッシュできました
か？お疲れさまでした。

龍勢 発射！

■ちいたびサロン
◇第２５回サロン（１０月３日、ちいたび会事務所、４名参加）
理事長が中野区伝統工芸展で入手し愛用している銘仙の携
帯ケースが痛んできたので、石井さんの奥さんに修理しても
らいました。こういうのいいかもね、携帯ケースを作ってみ
ようかということになり、その後猫柄の手ぬぐいを使って石
井さんがいくつか作ってくれました。
近づいてきた１１月の理解促
進講演会に向けた周知のため、ポ
スターのパウチ作業も一緒にや
みんなで講演会の準備作業！
りました。
また旅行会の１週間前ということで、持ち物確認も手伝っ
新作の 「携帯ケース」
てもらいました。
◇第２６回サロン（１０月１７日、ちいたび会事務所、１０名参加）
Ｓさんご夫婦が初めて見学に見えました。メールで何回かやりとりしての来訪で、中野
区在住、奥様がご本人です。男性介護者先輩として、斉藤さん、堂迫さんにも声をかけ、
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体験談など話してもらいました。S さんご主人曰く「接し方を変えたこととココナツオイ
ルのお陰で今はとても落ち着いている。夫婦であることを忘れたなら新たに恋人としてつ
きあえばいい。」素敵なご夫婦でした。
みんなで買い出しに行ったオリジン弁当の紅鮭弁当を食べながら、いろいろおしゃべり
しました。これからも是非ご一緒しましょう。

■その他
◇拡大理事会（１０月１７日、ちいたび会事務所、６名参加）
○１０月リフレッシュ旅行会の振り返り
・ピザの量は昨年よりも減らしたがまだ多かった。２人で１枚くらいが適当か。フルーツピザ
は今一つだったのでなくてよいのでは。ゆで卵のトッピングはよかった。
・体育館でのゲームは楽しかった。大きいボールを蹴ってのパス回しは単純だが夢中になった。
・サポーターとして参加してくれた介護専門職の阿部さんの力は大きかった。
・龍勢まつり見学では雨に濡れ、本人が風邪を引かないか心配だった。
（風邪をひくと後が大変）
・二日目朝の時間が足りない。発着場所の龍勢会館までマイクロで行き、降ろせばよいと思う。
・朝食バイキングは本人がやると難儀する。サポーターが取り分けるようにしたらよい。
・シャトルバスは車椅子で乗れたが、乗車口の段差が高く危なかった。乗務員は丁寧に対応し
てくれた。乗務員にもよい経験になったのではないかと思う。
・龍勢会館で調達した野菜の鉄板焼き、おにぎりが美味しかった。宿で頼まずに済むのでは。

○おためし旅行の振り返り
・予想外の渋滞に巻き込まれて、トイレに困った。
・自炊よかった。馬刺しおいしかった。また行きたい。

○１１月の交流会企画
・マイグラスづくり、昨年 12 月にもお世話になった山田浩子さんにお願いする。グラス 30
個注文。デザインはチーターマークと、昨年使って残っているデザインシールを活用する。
・器材運搬にカーシェアリングで車を借りる。当日、事務局長が運搬補助に出向く。

○１１月８日若年性認知症理解促進講演会（会場：中野コングレスクエア）
・スタッフはちいたびのジャンパーを着用する。
・受付にて 12 月 10 日自主上映会のチケットも販売する。

○その他
・「妻の病」自主上映会（12 月 10 日なかのＺＥＲＯホール） チケット販売促進声掛けを
・中野社協主催「障害者団体等自主製品展示販売会」（10/30）に参加し、サロンで作成した
ビーズアクセサリー、携帯ケースなどを販売する。理事長、石井、他２名（石井友人）

◇中野区社会福祉協議会「障害者団体等自主製品展示販売会」
（１０月３０日、スマイル中野１階自由通路、理事長・石井、他２名参加）
以前あった「スマイルまつり」がなくなり、昨年か
ら標記の販売会の形で実施されているようです。サロ
ンで作成した作品のお披露目に最適、輪も広がるかも
との期待から、10 月 2 日の説明会含めて初めて参加し
ました。場所取りの抽選で中野通り側入り口から２番
目の好位置をゲットすることができました。
これまでサロンで作りためたもの、石井さんが新た
に作ってくれたもの、差し入れのものなどを並べ、ち
いたび会の案内をしながら販売しました。お手伝いに
来てくれた石井さんの友人の方が販売上手（元販売員！）でとて
も助かりました。思ったより通行人が少なかったですが、他団体
の方と交流もしながら楽しく一日を過ごし、売り上げもそこそこ
いい感じでした。
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＜＜ 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 ＞＞
月例交流会（毎月第２土開催）
「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。次回の交流会は、11 月 14 日（土）
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 11 月 7 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。

さまざまに時を過ごします。（両神荘にて）

リフレッシュ旅行会（日帰り）
■リフレッシュ旅行（日帰り旅行会 in 千葉）3 月 12 日
３月の旅行は「いちご狩り」で定着してきたように思い
ます。今回は、佐野市、静岡市に続いて『千葉、房総』!!
「市原ぞうの国」見学もセットで。お楽しみに♪(^^♪
※ ３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。

＜ その他の予定 ＞
■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 11 月 21 日）

事務局の窓 「ちーたー時速 100ｋｍ！！」 Vol.27
今年も秩父へ一泊旅行に行ってきました。温泉で一緒に汗を流すと本当に距離が縮まる
なあと思います。宿で注文したおにぎりセット人数分を忘れてくるなどのハプニングもあ
りましたが、概ね順調な旅だったと思います。また行きましょう。（ ）

編集・発行
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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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