会報誌

若年認知症交流会ちいたび会

201６年新年号

―― 今 月 号 の 内 容 ――
経過報告
・１２月交流会の様子
クリスマスを音楽で楽しもう！（ハンドベル演奏など）
（協力：井草ハンドベルクワイヤーのみなさん）
・ちいたびサロン（第 29 回、第 30 回） 他
次回交流会（１月）のご案内
2016 年 1 月 9 日（土曜日）14 時～17 時
会 場：中野区医師会館（中野区中野 2−27−17）
※いつものマイルドハートではありません。注意！
内 容：前半：羊毛フェルト細工に挑戦！
佐渡島＋“ー”＋“な” 転じて サードナガシマ?!
みんなでちーたー看板づくり
お誕生日会
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：新春開運輪投げ、手作りエアホッケー他
ちいたびサロンのご案内
1 月 16 日、２月 6 日、20 日（各土曜 11 時～15 時） 於：ちいたび会事務所
若年性認知症電話相談日
電話番号 ０３－３３３８－６９３２
毎月第１土曜日 11 時～15 時に実施 1 月 2 日，2 月 6 日どうぞご利用ください。
その他の予定
・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)）
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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 ＞＞
■12 月交流会の様子（１２月１２日、マイルドハート高円寺地域交流スペース、
本人８名含む３７名参加）
◆お楽しみイベント：「クリスマスを音楽で楽しもう！」
その１ ハンドベル演奏（協力：井草ハンドベルクワイヤーのみなさん）
いつもピアノ演奏、チャイムの指導、そしてサポーターとしてお世話になっている高
山圭子さんの所属するハンドベルチームのみなさんが演奏に来てくださいました。
♪♪プログラム♪♪
1 Canticle of Hope
Cynthia Dobrinki
2 ベルのおもちゃ箱
岡本和子作曲
3 日本の詩情（通りゃんせ、さくらさくら）
岡本和子編曲
4 さようならの夏～コクリコ坂から～
坂田晃一作曲、岡本和子編曲
5 上を向いて歩こう
岡本和子編曲
6 畑のポルカ・夕暮れ
ポーランド民謡、鈴木澄子編曲
フルート演奏つき
7 SILVER BELLS by Jay Livingston and Ray Evans ♪
今日はクリスマス会風に楽しもう！ということで、参加者は尾
花さんが持参してくれた帽子をかぶってサンタさん気分。恒例と
なった？トナカイ、ピカチュウも登場。ハンドベルクワイヤーの
みなさんも、サンタ帽をかぶって
くれて、会場との一体感がより深
まりました。
ハンドベルは音程の高さによっ
てベルの大きさが変わります。大きいものは低音で結構重
たそう。一人でいくつもの音を受け持つのでベルの切り替
えも大変そうです。
演奏が始まると、とても澄んだきれいな音色がマイルド
ハートの会場に響き渡り、みんなうっとり。知っている曲
では思わず歌いだす人も。
ハンドベルと言えば振って音を出すというイメージしかありませんでしたが、ベルをス
ポンジの台に叩きつけて音を出したり、ベルの中の振り子？だけを鳴らしたりと演奏方法
は多彩で、ユーモラスな音が出たりもします。（初めて知りました！）
素晴らしい演奏
はあっという間に
終わり、アンコール
も受けてくれまし
た。ベルの音の心地
よい余韻が残りま
す。井草ハンドベル
クワイヤーのみな
さんありがとうご
ざいました。
井草ハンドベルクワイヤーのみなさん

2

その２ クワイアチャイム演奏（“ちいた美女”による演奏）
聴くだけでは満足しないのがちいたび会。何
シールを貼りました
でも自分でやってみようということで、続いて
はサンタさん、トナカイたちも参加しての演奏
発表会の時間となりました。
クワイアチャイムの練習を２か月の間続け
てきた“ちいた美女”たち。なかなか練習も出
来ずこの日を迎えちょっと心配。この日演奏初
参加の本人３人もいてどうなることか思いきや、
“ちいた美女”の面々
それなりに、いやいやまずまずの演奏となりま
した。「聖夜」を演奏してみんなで歌いました。ご本人含め「またやりたいわ」との声も。
みんな音楽好きで楽しんでもらえたようです。高山さん次は本格演奏もご教授ください。
◆お誕生日会
最近入会のＴさんは交流会当日がまさに誕生日。おめでとう！
今日のケーキは「サンフルール」平野さんがクリスマスプレゼン
トとして提供してくれたもの。かよわい女性一人だけで豪華ケーキ
のローソクの火消しに挑戦。お見事消してくれました。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。
クリスマス気分での談笑のひと時でした。
◆後半１：本人交流会：バルーンでいろいろ楽しもう！
輪投げ、ひょっこりひょうたん島的あて他（協力：スポーツボランティア長野さん）
まずは「バルーン輪投げ」。輪投げの輪はもちろんバルーン。それだけでは重さがなく投
げられないので廃品利用のカレンダーの紙をバルーンに巻き付けて仕上げます。的となる
長い棒もバルーン製の手作りです。これらの道具類は参加者みんなで作ったのですが、こ
の日は静電気のせいか、使用したバルーンが古かったのか、なぜかいくつもバルーンが割
れ、だんだんと作業テーブルから遠ざかる人も。
さてなんとか出来た風船の輪で輪投げ開始。クニャっとそ
れたり、フワっと入ったり。だんだん要領を得て両手持ちで
狙いを定める人も。的には点数が振ってあって、合計点を競
いました。続いてこれも手作りバルーンによるスプーンリレ
ーもやりました。
そして本日の真打ち「ひょっこりひょうたん島的あて」登
場です。
重しの付いた小さな風船を投げて、的の中に入れるという
単純なルールです。しかし、そこに長野さん一流のセンスが
ふんだんに盛り込まれています。
テーブル上にいつかの島が出現。これが的となります。手前は「ひょっこりひょうたん
島」、後方右側には「さどが島」、そして後方左側にちょっと変形のなぞの島。
この変形の島が長野さんの味付けでして、よく見るとこの島、野球のベース型をしてい
ます。さて何でしょう？ 正解は、
「さ『―』ど『な』が島」
種明かしを聞いたみんなは大爆笑。
（サード長嶋、学生た
ちはわかりませんでした。）
その島々めがけ、粘土の重りのついた小さい風船を投げ
て、うまく着地すれば成功です。これはなかなか難しく、海
に着水するものも続出。みんなの笑顔がこぼれる楽しいひ
と時でした。
サード長嶋です。
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◇後半２：家族交流会

～家族組の情報交換であったお話から～

＜本人の変化、様子など＞

○今年 3 月に「前頭側頭葉変性症」と診断された。言語の理解・書くこと・記憶・判断力等に問題
が生じている。5，6 年前にパートをしていたが思い起こせばその時から症状は出ていたかもし
れない。
○初対面の人の話すことは 1 割程度の理解、自分（旦那様）との会話の理解は 5・6 割程度。
○日常の運動能力は変わらない。家事・洗濯も今まで通り。自転車にも乗っている。
⇒なので、あちこちに行ってしまい世間の皆様には迷惑をかけているのではないかと思う。今の
ところはまだ大きな問題を起こしてはいないので様子見の状態である。
○電話に出て「さっき○○さんからかかってきたよ」というような対応はできる。
○8 年前から大事な仕事でのミスなど症状が出てきていた。昨年の 6 月、ジャージ姿で仕事に行っ
てしまい退職を決意した。会社の方は、休職扱いで給料も出してくださって感謝している。
○本人の母も認知症、又姉も若年性アルツハイマーであったため、早期よりアリセプトを服用する
等していた。
○一人の時間が多いと、問題を起こしやすい。この前は図書館に行ってくると言って、病院で診察
の予約やアリセプトをもらおうとしていたようだ（GPS やレシートから発覚…驚）
○同じもの（おにぎりやお茶）を何回も買ってくる。
○最近夕方ごろに、
「ママ大変でごめんね」
「なんで自分はこうなっちゃったんだろう」と泣かれる
のが切ない。
○上着を着せようとすると怒ってしまう。
○急にいなくなってしまうときに探せるように、散歩コースは 2 コースくらいにしている。
○夫婦で一緒に買い物に行っている。後ろ姿を追ってきてくれるようになった。はぐれない。
○ここ（ちいたび）に来てから大分調子がいい。
○本人は食べるのが大好きで、一人でも早く食べてしまう。
＜デイサービス等の利用＞

○デイサービスは（運動系だったので）合わなくてやめた。
○運動が好きで運動ができる半日デイに行っていた。2 か月前より介護者が若い人から年配の人ば
かりになった。行くたびに介護のやり方が変わること、行われる運動自体に飽きてしまったのか
「もう行きたくない」と言っていた。
○1 日デイの方は、色々な楽しみがあって選べるのが楽しい。
○医者には当初、家族会などは紹介されず、デイサービスも高齢のイメージで行けず、図書館や公
園に行っていた。
○ちいたび会は地域包括支援センターに紹介された。
＜地域との関係＞

○一回帰ってこなくなったことを機に GPS を持たせるようになった。実家の方に行ってしまい、
夜中の 1 時に偶然見つけることができた。見た目は普通なので誰も声をかけなかったのだろう。
○若年性認知症の場合、見ただけでは他人からはわかりにくい。アピールしていくことが、事故を
起こさないためにも、家族介護の負担軽減のためにも、なにより本人を守るために大事なこと。
○徘徊してしまって見つからず警察に協力を求める場合、その日着ている服装等を教えてほしいと
言われることがある。念のためその日の服装を写真に撮っておく等の備えがあると良いと思う。
○地域や警察等にはまだ相談はしていないが、近隣の親しい何人かはもう知っている（奥様の様子
が変わっていることを心配されたので事情を説明した）
○行政や警察、医者などは理解していそうであるが、専門でないと分からないというのが現状。
○スーパーで清算しないで持って帰ろうとしてしまい、お巡りさんと一緒に帰ってきた。店から、
もう来ないようにと言われてしまった。1000 人来るような大型スーパーで従業員も多く、対処
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できないとのこと…。本人も盗もうと思って行っているわけではないし、せっかく買うというこ
とを楽しみにしているのに…もどかしい。
＜医療機関の受診等＞

○認知症が進んでくると、元気でなくなったとき「具合が悪い」ということが表現できないのでそ
のまま悪化していってしまうケースがある。またそれが認知機能の問題なのか健康状態の問題な
のか見解が分かれてしまうこともある。日ごろから検査を受けておいた方がよい。
○人間ドックを受けさせたいのだが、更衣等で混乱して困るだろうと思っている。本人は女性だし
手伝うこともできない。
⇒一緒に入れるスペースを病院が用意してくれた、息を止めるということが理解できないので難
しい。
⇒病院が担当を付けてくれ、付き添ってくれた。
⇒言葉が通じないので苦労したがギリギリ CT を撮れた。結果としてそれまでずっとアルツハイ
マーと言われていたのに、ピック病と言われた。
○血流検査をするのに 26000 円かかる。高い。
⇒自立支援医療の制度などをうまく利用していけば、割り引かれる。窓口の人や医療機関では、
聞かなければ教えてくれないので、こちらから積極的な姿勢が大切！
税金、介護、障がい者手帳等、様々な分野での手続きが必要。
＜家族のかかわり＞

○お母さんは大変そうだが、いつも家では明るくしてくれている。そのことによって私（娘さん）
や（娘さんの）祖母は救われているところがある。

■ちいたびサロン
◇第２９回サロン（１２月５日、ちいたび会事務所、10 名参加）
Ｓさんご夫妻も常連となり、一緒に弁当の買い出しに
出動。昼過ぎに長野さん登場。１２日の交流会に向けて
アイデアたくさん持ち込んでくれまして喧々諤々、準備
の打合せです。（長野さんは、ほんとにアイデアたくさ
んでいつも感激。ありがとうございます！）
その後は、街中クリーン隊に６名出動。野方駅まで結
構長時間歩き、吸い殻もたくさん拾い、「ご苦労様」の
声もかけてもらいました。
事務所に残った女性陣は古い着物をほどき、次の作品
のイメージを膨らませているようです。今回から作品作
りに強力な助っ人が登場。先日の社協の展示会の時お手
伝いいただいた佐藤葉子さんです。器用な人がさらに増
えてありがたいです。
◇第３０回サロン（１２月１９日、ちいたび会事務所、８名参加）
サロンチーフの石井さんがこの日持ち込んだのは「羊毛
フェルト細工」のキット。羊毛フェルトを小さくちぎって
専用の針でとんとんすると、生地
に羊毛がなじんで柄ができてい
くというものです。早速学生の上
條さんに紫色のフリーストレー
ナーの腕にちーたーを付けても
らうことに。あら面白い！器用に
チーターにひげも付きました。
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みんなで大きなフェルトにとんとんして、ちいたび看
板を作ってはどうかということになり、１月の交流会イ
ベントで採用することとなりました。サロンのアイデア
が活きそうです。
街中クリーン隊も出動。この日も「ご苦労様」の声を
かけてもらいました。

■拡大理事会
（１２月１９日、ちいたび会事務所、７名参加）

街中クリーン隊出動！

○１１月交流会の振り返り
・講師にシールを用意してもらい、無理なく皆それぞれにデザインできて楽しめた。
・機械を持ち込み、その場で仕上げまでできたのが良かった。本人も機械に手を入れて体験で
き、楽しそうな様子だった。
・本人みなさん、手先は器用。焦らず時間をかければ大抵のことはできると思う。

○１２月交流会の振り返り
・ハンドベル演奏とても素敵だった。音楽は共通で楽しめる。合わせて口ずさんでいる人も。
・女性本人はチャイムに興味を持った人が多かった。新規参加者は器楽演奏が得意そうである。
・今回「愛の家」の阿部さんが車とスタッフを出してくれてとても助かった。
・後半の本人組のバルーンで楽しむ時間について、人により、みんなと同じことをすることが
難しくなってきた。⇒別メニューも用意するなど対応が必要。運動系がよいかもしれない。
・症状が進行して交流会への参加が難しくなってきている会員が出てきている。行き帰りで電
車車中の心配も大きいと思う。個別対応あるいは出張サロンなども考えてはどうか。

○１１月８日理解促進講演会について
・１０２名の参加があり盛況だった。斎藤正彦先生、芦刈先生のお話がとても良かった。
・コングレスクエアの場合、会場の入り方が分かりにくいので、エントランスでの案内をさら
に強化した方が良い。
・受付体制について、アクセサリー販売の場所を工夫した方がよい。
・チャリティー資料代というのはわかりにくいのではないか。有料にしてはどうか。
・さまざまなイベントの重なる時期ではあるが、来年度の開催も同時期がよい。

○１２月１０日「認知症みんなで考える中野ネットワーク」発足記念自主上映会について
・360 名の参加。家族会どうしの今後のつながりのきっかけになったのではないかと思う。
・伊勢監督作品「妻の病」の上映とセットで、主人公の石本先生の話を聞けたことが良かった。

○今後の交流会企画等
・１月：会場 中野区医師会館手配済み。羊毛フェルトでちいたび看板を作ろう！
・２月：会場 未定（帝京平成大学打診中または大和区民活動センター）
新しい人が増えたので 勉強会～使える制度・・・再度やってはどうか。
・３月：日帰り旅行、房総でいちご狩りと「市原ぞうの国」見学を予定。要参加者確認
「認知症みんなで考える中野ネットワーク」上映会の様子

講演は対談形式で行われました（聞き手：恵美子理事長）

伊勢監督とバンドネオン大久保さん
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＜＜ １月交流会の会場案内 ＞＞
■次回月例交流会（１月）
日 時：2016 年 1 月 9 日（土）14 時～17 時
会 場：中野区医師会館 ２階会議室（下記案内図）
（中野区中野 2-27-17
中野駅南口から徒歩 3 分）
【 注意！】
今回は会場が異なります。
いつもの「マイルドハート高円寺」
ではありません。ご注意ください。
【中野区医師会館の案内図】
○中野駅南口下車
↓
○南口ロータリーの南側にある
東京三菱 UFJ 銀行のある通
りを南に進む。
↓
○一つ目の十字路を左に曲がっ
てすぐ右側。 ※自転車駐輪場
が向かいにあります。

平成２８年度の会員継続、会費納入のお願い
３月末日にて今期の会員期間が終了いたします。つきましては、来年度の会員継続につ
き、よろしくお願い申し上げます。皆様と共に力を合わせて、認知症になっても普通に生
活できる地域づくりをめざし歩んでいければと考えております。
お知り合いへの入会のお誘い、また寄付についてもご検討いただけると幸いです。
《年会費（継続）》 ４月１日～翌年３月３１日
①正会員
5,000 円 （個人・団体とも）
②賛助会員 １口 5,000 円 （個人：１口以上、団体：２口以上）
③登録会員（家族等） 3,000 円
※正会員 この法人の目的に賛同して入会した個人及び団体
賛助会員 この法人の目的に賛同し賛助するために入会した個人及び団体
登録会員 この法人の目的に賛同し活動に参加するために入会した個人
《納入方法》 ※交流会、サロン開催時にも受け付けています。
① 郵便振替をご利用：払込取扱票(赤色)でご送金を。（振込手数料不要。用紙送ります）
振替口座記号番号：００１３０－２－３８６５８７
加入者名：ちいたび会
② 銀行振込をご利用：
（振込手数料はご負担をお願いします）
金融機関：西武信用金庫（1341） 本店（001） 普通預金：２０６８６２２
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 理事長 高橋恵美子
トクヒ）ジヤクネンニンチシヨウコウリユウカイチイサナタビ
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＜＜ 定期旅行会、交流会、サロンのご案内 ＞＞
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。次回交流会の詳細は表紙をご覧ください。
・参加費 500 円。まず参加してみて、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。
１月の会場は「中野区医師会館」２階会議室（中野区中野２－２７－１７）
中野駅南口から徒歩３分。案内図は裏面をご覧ください。※注意！ いつもと会場が異なります。

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 1 月 16 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。

交流会では毎回ケーキを食べます。（太る?）

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 1 月 16 日）

事務局の窓 「ちーたー時速 100ｋｍ！！」 Vol.29
明けましておめでとうございます。交流会を引き続き本人・家族の集える場として継続
していくこと。さらには、本人の症状の進行に伴い参加することが難しくなっている人た
ちが出てきていることを踏まえた展開、また診断初期の社会との接点の空白期間を解消す
るためのアプローチの検討。今年の抱負です。しっかり取り組んでまいります。（ ）

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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