若年認知症交流会ちいたび会

会報誌

201５年 12 月号

11 月生まれのちいたび会の仲間たち

（ Vol.26）
2015 年 11 月 30 日発行
―― 今 月 号 の 内 容 ――
経過報告
・１１月交流会の様子
「ちーたーマークのマイグラスを作ろう！」
・地域理解促進のための講演会
（11 月８日実施、中野コングレスクエア）
・ちいたびサロン（第 27 回、第 28 回） 他
次回交流会（１２月）のご案内
2015 年 12 月 12 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（中野四季の森公園西）
内 容：前半：ベルとチャイムの音色でクリスマス！
（協力：井草ハンドベルクワイヤーのみなさん）
お誕生日会：サンフルール提供のクリスマスケーキでお祝い！
後半：☆家族交流会：専門職を交えた情報交換、近況報告等
☆本人交流会：バルーン輪投げ（協力：長野さん）
ちいたびサロンのご案内
12 月 5 日、19 日、1 月 16 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
12 月 5 日,1 月 2 日 どうぞご利用ください。

その他の予定
・
「妻の病」上映会、石本医師講演会（12 月 10 日(木)13 時 30 分開演、なかのゼロ小ホール）
・日帰り旅行会 in 千葉（いちご狩り＆市原ぞうの国見学）（3 月 12 日(土)） 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 ＞＞
■11 月交流会の様子（１１月１４日、マイルドハート高円寺地域交流スペース、
本人６名含む４１名参加）
◆お楽しみイベント：「ちーたーマークのマイグラスを作ろう！」
協力：山田浩子さん

T・H グラス工房代表

今年２月の交流会では、東京手描友禅作家の大地佐和子さん
にご協力いただき、ちーたーマーク入りのバンダナを作りまし
た（旅行に行くときに目印に身に付けてもらっているもので
す）。その時には、型染め体験ということで、ちーたーの型紙を
大地さんに作ってもらい、みんなの個性豊かなデザインで味付
大地さん作の型紙 「ちーたー」
けしてオリジナルバンダナを作りました。
今回は、その時のちーたーの型紙をもとにマスキングシールを作成。大きなちーたーマ
ークを配したマイグラスを作ります。
サンドブラストによるグラスづくりの手順ですが、
まずマスキングシールを透明なグラスに貼りつけま
す。今回は大きなちーたーマークを一つ中央に配し、
それ以外の部分は、クリスマス風のシールなどを用
意したのでそれ貼るもよし、筆を使って絵やイニシ
ャルを入れてもよし、のデザイン自由という仕立て
です。
シール貼りの後は、専用マシンで砂をグラスに吹
き付けます。吹き付け部分は砂粒の力で白色のすり
ガラス状となります。吹き付け後にマスキングしていたシールをはがすと、その部分は透
明のまま。マイグラス完成！となるわけです。
今回は山田さんが専用吹き付けマシンを用意してくれた
ので、時間内に完成まで体験できます。参加者全員でデザイ
ンし、吹き付けは、交流会後半に本人組で作業します。
とはいっても実際には簡単ではありません。ちーたーの
図柄は細かい部分もあるからです。そうした事情を踏まえ、
かなめとなるちーたーシールの作成に当たり、山田さんが
細かい部分の剥がし作業などを事前に行ってくれ、限られ
なかなか細かい作業です。
た時間内で作業が収まるよう準備して持ってきてくれまし
た。（山田さん、ありがとうござます！）
というわけで当日の作業ですが、まず山田さんが下ごしらえ
してくれた「ちーたーシール」をグラスに貼り付けます。グラス
が曲線型なので大きなシールを貼るのにはひと工夫が要ります。
切れ目を入れたりして形が歪まないよう注意しながら貼りまし
た。それから、目と鼻の部分のシールを剥がします。作業で破れ
てしまった部分には上からシールを貼って補修します。どれも
細かい作業ですが、みなさん想像以上に手先が器用です。
ちーたーシールの後はクリスマスのツリーやリースやトナカ
イなどのシールを貼ったり各々デザインして、名前も入れて完
シールを貼りました
成。仕上げは本人組に託してデザイン作業は終了です。
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◆お誕生日会
11 月生まれが８人もいてビックリ。今回約 40 名の参加
ですので五分の一の割合です。今回はチャイムの伴奏で
す。ハッピーバースデイを８回歌いました！そして、いつ
ものように高山さんの素敵なピアノ演奏を聴きながら、コ
ーヒーブレイク。
来月のケーキは、フルーツパーラー「サンフルール」の
平野さんがプレゼントしてくれるそうです。乞うご期待！
◆後半：本人交流会：ブフォーと吹き付け！
サンドブラスト体験 ～みんなでマイグラスを仕上げます！
前半全員でデザインしたグラスに吹き付け作業を
施して完成品に仕上げます。本人とサポーターがペア
となり、順番に専用の吹き付けマシンにチャレンジで
す。一人がグラスを持って回転させる役、もう一人が
砂の出るノズルを持って吹き付ける役です。
マシンの中にペアのそれぞれが片腕ずつ差し込ん
での作業となります。相手との息の合った仕事が求め
られる場面ですが、どのペアもばっちり。順調に進ん
でいきました。
吹き付け後は、マスキングシールのはがし
作業です。ここで手先の器用な本人たちが大
活躍。初参加のＭさん、Ｓさんも含め、いっぱ
い作業してくれました。
そしてグラス３０個完成！素敵なちーたー
マークのグラスとなりました。
（山田さんいわ
く、短時間でこんなに数を仕上げたのは初め
てとのこと。無理言ってすみません。）
ロックでウイスキーはどうですか。
◇後半：家族交流会

～家族組の情報交換であったお話から～

今回初参加のご家族２名も含めて情報交換を行いました。また、今回も前回と同様、マッサージ
師玉榮照代さんの協力を得て日頃のコリをほぐしてもらうためのコーナーも設けました。
＜初参加の方の状況、これまでの経過など＞
○現在 57 歳、要介護２。６年前に初めて受診。家に帰れなくなったことがあったり、料理が出来

ないと言うようになった。医者からはＭＲＩを見せられ「5 年がめどですよ」と言われた。その
後、徘徊が一番困った。自分が自宅で働けるため、家で介護できるのはよかった。
・現在はデイサービスを週二回利用している。最初は自分の介護ストレスを和らげる目的だったが、
意外にも本人がデイでのコミュニケーションがプラスの方向に。デイに行って帰ってくると良い
表情になっている。
・1 月頃から、ココナッツオイルを飲むようになり効果あり（幻聴や幻視がなくなる）
○現在 60 歳、要介護１。４年前に本人が物忘れが気になり自分で病院を受診したが、何でもない
と言われた。ピアノを弾くが 2 年前には楽譜が読めなくなってきた。また、計算ができない、字
が書けないなど生活上の支障が顕在化。病院で、
「あと 2 年くらいでアルツハイマーになるでし
ょう」と言われ、本人も家族もショックを受ける。
（実際には、アルツハイマーではなく左頭頂葉
の委縮による認知症）
。ちいたび会には半月前にケアマネから紹介され参加した。
・現在はまだ覚えている曲等、少しは弾ける。一番困っていることは字が書けなくなったこと。そ
のことによりストレスと落ち込みがあり、自信を無くしている。
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＜本人の変化、様子など＞

○自分の言うことは聞かない。感情の起伏が大きい。
○自分のことは忘れていても子どものことは覚えていた。
○トイレで拭く行為が大変になってきた。
○ストッキングをはかせるのが大変。しかしフッと思い出して出来ることもある。
○主に歩行が困難。私だったら 6 分かかるところも 20 分かかる。
○気圧に影響を受けやすいのか、昨日もお風呂でイライラしていた。パジャマに着替えたのに、も
う一度お風呂に入ってしまった。
○施設内で自分を探そうとして転倒した。本人の視野が狭くなっているようなので、目の前に立っ
て顔を合わせるようにして話かけている。
○ちいたび会に行くということは理解できていない様子。会場に来ると、馴染みの顔を見て思い出
している感じである。
○11 月から週２回、デイサービスに通っている。半日デイではスタッフが入れ替わり、気に入ら
ない様子。カラオケばかりのメニューに変わったが、本人としては楽しんでいるようだ。
○電車での移動が大変になってきた。人ごみで鼻歌を歌ったりすることがよくある。障害があるよ
うに見えないため周囲から嫌な顔をされる。そのため、飴やガムを食べさせるようにしている。
○３月に転んで脳外科へかかった。手足を拘束されてから寝たきりになってしまった。いつかは寝
たきりになることは理解していたが、こういう形で動けなくなる日がくると思わなかった。
○食べるわりに痩せていく。プロテインを一か月前から飲んでいる。
＜本人への向き合い方＞

○本人はわからない、ということがわからなくて「教育的指導」をしていた。
「指導」でなく「誘導」
するような対応をしたら効果的であった。
○無理にやらせても逆効果。少しでも残っているものを大切にしていく。
○洋服を着るのが難しいが、本人は自分でやりたいと思っているので 30～40 分くらいかかる。
デイでは、職員がぱぱっと着せているようだ。
○プライドよりもやってもらう方が楽というタイプなのか、服の着脱などは抵抗なくやらせる。
○右手にしびれがあり筋肉が落ちている様子。使えない手を使うことよりも、使えている左手を残
していくことに意識を置いて接している。
○何かあったら困るから、トイレの鍵はかけないでねと言っているが、どうしてもかけてしまう。
→カギをとってしまうか、上に付けるタイプにしたらどうか。
＜家族自身の心境＞

○自身の仕事でいっぱいいっぱいになっている。経済的にも精神的にも、「どこまで続けていける
かな」と悩む。自分が家計を支えているので、離職したら生活できない…不安である。しかし、
夫の笑顔をみるとホッとする。
○施設に入所して 3 か月ほど。この生活に自分が慣れていかなくてはと思うが、いなくなるとやは
りさびしいものだ。
○夫であることがわからなくなったなら恋人になろうと考えた。
＜介護施設等の利用について＞

○特に介護保険制度が出来てから世の中は施設よりも在宅の方が良いという「在宅信仰」の風潮で
あるが、特養に入り専門の介護が受けられる等のメリットもある。いつその決断（施設に入る）
をするかというのは、こういった場での情報交換を通して決めていくのがよい。
○在宅でしなくてはいけない、もっとやれる、という気持ちが、共倒れにつながる危険性もある。
○介護者も自分のことも考え身を守ることが大切。施設等いろいろな手をうまく使う必要性がある。
○お風呂（機械浴）の見学をさせてもらったが、職員の声掛けには感動した。ちゃんと施設の見学
をしていくことは大切だと思う。
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○介護の基本は声掛けである。施設内での声掛けも当然のことである。家族もそれはした方がよい。
○リハビリといっても無理に動かすと事故の可能性もあるので、よく話し合ったらよい。
＜徘徊の対策について＞

○その日に本人がどのような服を着ているかを覚えていないと徘徊時に警察に捜索をお願いする
ときに言えなくて困る→写真を撮っておく等するとよい
○はぐれないよう、ヒモで繋がるようにしていた。周りの目は気にしたってしょうがない。
○介護中のカードを持っていると、周りの人が気づいて、気遣ってくれる。
○「介護中」腕章をつけていた人もいた。男性トイレに入る時など便利だったそうだ。
○認知症だということを隠す必要はない。積極的に家族の方から発信して助けを求めていくべき。
○徘徊対応には探知機などいろいろな情報がある。警察も認知症への理解が広がってきている。
＜家族以外の参加者からの声＞
○施設に若年の人がいたが非常にパワーがあった。スタッフと一緒にどういう対応が本人にとって

いいのか考えていきたい。
○介護者ががんばりすぎないように、頼れる場所の必要性があると思った。
○寄り添うこと、普通につながることが大切だと思う。家族の立場もわかり勉強になった。
○来春から福祉、地域づくりの仕事につく。サポーターとのつながりも作っていきたい。
○自分が「病める時も」愛せるか。介護は生きざまをぎりぎりのところまで追求する。
○介護については、長期的なゴールを見据えることは大事だが、それにとらわれすぎないことも大
切。選択肢は幅広く多く持つべきである。
○先日の講演会は大切だと思った。周りの意識を高めるし、地域で見守りもしていける！

投
○

稿 欄
弱き者は群れを作れ。

愛

植男

若年性認知症…。それは本復する望みはなく、進み行くことのみ確実視されている病気。
この病に取りつかれた本人を取り巻く家族の悩みは尽きることがない。
自責の念に攻められ、人生設計の狂いを嘆き、残された家族の長い時間を憂える。銀
行通帳を見てため息をつく。もはや、グルメツアーも温泉三昧も夢のまた夢。
しかも、個々人の症状と置かれた環境はそれぞれで、決して一括りに語ることができ
ない。100 人いれば 100 の症状があるのだが、それに応答する薬はわずか数種類。
明日がどうなるかは誰も分からない。
そんな不安な心を少しでも軽くしてくれるのが本人と家族会の「ちーたび会」だ。月
１の情報交換で明日の我が家を見る。それは「うれしくない」情報が多い。
「備える」
「覚悟を決める」。かのケースはどのようなヘルプをどこから受け、どのよ
うに振舞ったかを聞き取る。そうならないことを祈りつつも我が家に当てはめて、行動
を促す契機とする。
実はこれが大きい。
本やネットで知った対応策は消化不良のままでなかなか行動に移せない。だが、「ち
ーたび会」で大先輩（？）や専門職から教わった対応は行動に移すことが多い。疑問点
を聞きただせる。我が家の事情を知った、顔見知りからフェースｔｏフェースでもたら
してくれる「温かみと身近感」だ。
一人でいたら、不安のままだ。情報量も少ない。まして行動に移すバネ力にはならない。
集団の強みだ。弱きものは「群れ」を作ってその時だけでも強くなるべきだ。
心が大きくなれば、受け入れ口も大きくなる。
人手がほしい旅行も、「群れ」だと同病の誼（よしみ）同志で相互ケアーされながら
安心して旅行ができ、気分晴らしという「心の滋養」になる。
一人の声を大きくする。小さき声は「群れ」を頼んで、大きくするしかない。風任せ
では「永田町１−７−１」に届かない。
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私は、若年性認知症専門のデーやプログラムの研究者を増やし、若年性認知症専門の
ショートステー施設の運営の原動力に進む「群れ」創りを希望している。
後に続いてしまわざるを得ない人の為にも、先駆者が少しでも切り開いときたい。
せっかく、国がオレンジプランとして「若年性認知症」にスポットを当て始めてくれ
たのだから、介護者の声を取り込んだ、実のあるものを望んでいる。
―――――――――――――――――――――――――――

■ちいたびサロン
◇第２７回サロン（１１月７日、ちいたび会事務所、８名参加）
Ｓさんご夫婦が顔を出して入会の手続きをしてくれました。
２人でランチに行く途中とのこと。仲がよい。他のみんなはい
つも通り手作業したりおしゃべりしたりして過ごしました。午
後には、東洋大の吉田さんが卒論の資料にしたいと、理事長と
家族にインタビュー。論文がんばってくださいね。
◇第２８回サロン（１１月２１日、ちいたび会事務所、３名参加）
この日は参加者が一夫婦のみの少ない予想だったので散歩を兼ねて都立家政まで歩いて
ランチしました。お世話になっているフルーツパーラー「サンフルール」です。メニュー
はパスタと特製ハヤシライス、お得意様サービスのシャーベットも。旦那さんがちょっと
手を貸しながら楽しく食事。奥様の「おいしい」笑顔、素敵です。
■地域理解促進のための講演会 2015
（１１月８日、中野コングレスクエア カンファレンスルーム１
若年性認知症の地域での
理解促進のために講演会を
年一回企画して３回目の開
催となります。交流会活動と
ともに実施をしております
が、今回、100 名を超える方
の参加がありましたこと、本
当にうれしく思います。講演
会をきっかけとして新たな交流会への参加につながった
方など、多くの出会いも得ることができました。
今回は前半に基調講演「若年性認知症の理解と課題」、
後半はシンポジウム形式により、
「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」ということで行いました。詳細については次
号以降に掲載をしたいと思います。
ご来賓の田中大輔区長と鈴木由美子社会福祉協議会事
務局長。司会の小林さん。ご登壇をいただいた齋藤正彦
医師、髙橋正彦医師、芦刈伊世子医師、三井将史氏、堂
迫廣二氏ありがとうございました。

１０２名参加）

■中野区長との懇談 （１１月５日、中野区役所区長室、本人１名を含む７名参加）
中野区役所に田中大輔区長をお訪ねし、理事長からちいたび会の活動報告や現状などを
報告したのち、出席者それぞれが自分の立場で話をしました。
また、ちいたび会での活動を通じて必要性を感じていることについてまとめ、区への要
望書としてお渡ししました。内容は、区としての理解促進のための働きかけ、相談しやす
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い環境づくり、相談時の対応職員のスキルアップ、家族会
活動を知ってもらうための区報掲載、診断初期の社会との
空白期間に対応できる場の創設、症状が進んでからの家族
が関与できる新たな介護のしくみの創設、の６項目です。
田中区長からは、理解と励ましの言葉、また区として認
知症対策をしっかりと進めていく考えであることをお話
いただきました。公務多忙の中ありがとうございました。

■その他
◇オレンジバルーンフェスタ （１１月１５日、帝京平成大学、理事長ほか各自参加）
緩和ケア、多職種連携のフェスタです。ちいたび会も後援する形で参画しています。
イベント会場で行われていたパネルセッションでは、９月の交流会にのがたクリニック
の渡辺康幸先生と一緒に参加してくれた帝京平成大学薬学部の学生２名が、訪問実習報告
として、ちいたび会の様子も含めて報告していました。
専門職の多職種連携のもとに、地域での本人・家族支援が組み合わされることによって、
さらに本人・家族のＱＯＬは向上するものと思います。私たちとしても関係性をさらに深
めていければと思います。併せて学生の若い力にも期待したいと思います。
◇杉並区地域包括（ケア 24）主催の講演会
（１１月２０日、永福和泉地域区民センター、講師：理事長、会員の堂迫さん）
２０ある杉並区の地域包括支援センター「ケア２４」のうち、方南・永福・堀ノ内の３
館が合同で「支え合いながら住み慣れた地域で生活するために」と題した研修会（地域の
見守りバランティア「あんしん協力員」や民生委員が対象）を実施しています。
今回、お声がけがあり講師役をお勤めすることとなりました。テーマは「若年性認知症
についての理解と本人・家族への接し方について ～若年性認知症と向き合う家族の立場
から～」です。参加者は 30 名程（杉並区の認知症対策部署の担当係長、課長も参加）。
理事長からの自らの体験も含めた若年性認知症についての概要説明とちいたび会の活動
紹介。続いて堂迫さんから、奥様の発症からの経緯や家族の「重い思い」についてお話し
ました。質疑応答の後、参加者同士の話し合いの中にも参加させていただきました。
後日いただいたアンケート結果では、若年期の認知症の苦労、地域で支える活動の存在
の意義などについて大変勉強になり感じるものが多くあったとの声をいただきました。
◇サンフルールお魚の会 （１１月２７日、「サンフルール」、理事長他３名参加）
交流会や学生の追い出しコンパなどで大変お世話になっている平野泰三ご夫妻のお店で
の懇親パーティーにお招きいただきました。趣向の一つとして持ち寄りの品によるオーク
ションがあり、売上金について参加者全員の賛同のもと、全額をちいたび会にご寄付いた
だきました。ありがとうございます。励みとしてまたがんばって活動
してまいります。

＜＜ 地域の理解促進活動 ＞＞
◇「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
○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、12 月 12 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 12 月 5 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。

マイグラスで一杯！（口づけ部分が透明?!）

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 12 月 19 日）

事務局の窓 「ちーたー時速 100ｋｍ！！」 Vol.28
一泊二日のリフレッシュ旅行、理解促進講演会の秋の大型イベントがどうにか無事に終
了しました。事務局としてはほっと一息。活動も３年経ったのでマンネリ化してきた部分
も出てきているはず。継続するものと新たに取り組むもの。整理して頑張ります！（ ）

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 03-3338-6932 /FAX 020-4663-8869 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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