若年認知症交流会 ちいたび会

会報誌

201６年３月号

―― 今 月 号 の 内 容 ――
経過報告
・２月交流会の様子
勉強会「使える制度について」
（協力：中野区役所 稲吉久乃氏）
寒さ吹きとばして、体動かそう！（本人組）
・ちいたびサロン（第 32 回、第 33 回）他
リフレッシュ日帰り旅行会のご案内
2016 年３月 12 日（土曜日）晴れ？
「今年は千葉です！ いちご狩り＆市原ぞうの国見学ツアー」
※次回の定例活動日は旅行会です。次の交流会は４月９日です。ご注意ください。

次回交流会（４月）のご案内
2016 年４月９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）
ちいたびサロンのご案内
3 月 5 日、19 日、4 月２日、16 日（各土曜 11 時～15 時） 於：ちいたび会事務所
その他の予定
・はみ出し企画第一弾！（ワクワク田植え体験ツアーin 佐野市、5 月 8 日(日)）他
若年性認知症に係る電話相談日（毎月の第１土曜 11 時～15 時）
電話番号 ０３－３３３８－６９３２ 家族経験者が対応
３月５日，４月２日、5 月 7 日どうぞご利用ください。

（ Vol.29）
2016 年 2 月 29 日発行

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
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ちいたび会

＜＜ 経 過 報 告 ＞＞
■２月交流会の様子（２月１３日、帝京平成大学 201 教室、本人４名含む２６名参加）
新メンバーも迎え、改めて活用できる支援制度のことを勉
強してみてはどうかとの声があり、今月の交流会では中野区
役所の協力を得て勉強会を設定しました。
会場については、昨秋のオレンジバルーンフェスタでご縁
のできた帝京平成大学の益田育子教授にお骨折りいただき、
初めて大学の教室を借りることができました。新しい学校な
のでどこもぴかぴかです。ん十年ぶりに学生気分での勉強会
が始まりました。
◆勉強会「若年性認知症で使える制度について」
（協力：中野区福祉推進分野
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精神障害者保健福祉手帳について（手帳の申請方法、手帳で受けられるサービス）
控除（特別障害者控除・障害者控除、医療費控除）
自立支援医療（精神科通院）
高額医療費（高額医療・高額介護合算療養費制度ほか）
障害者年金（障害年金と該当者、申請手続き）
障害者総合支援法（サービスの概要、区市町村ごとの実情に応じた地域生活支援事業）
特別障害者手当（国手当）
就業中・退職後（傷病手当金、雇用保険）
経済的支援（住宅ローン支払い免除、生命保険）
成年後見制度（成年後見人、保佐人、補助人、任意後見）
就労支援（東京障害者職業センター）
家族のための制度（介護休業）
障害福祉サービス等の連絡先

サービス

①精神障害者保健福祉手帳
②自立支援医療
③障害者総合支援法

④所得税（確定申告）
⑤所得税（給与所得）
⑥住民税

2016/2/13

相談・申請

連絡先

障害者相談支援担当

０３－３２２８－８７０３

南部すこやか福祉センター
（障害者相談支援事業所は２８年度開設）

０３－３３８０－５５５１

鷺宮すこやか障害者相談支援事業所

０３－６２６５－５７７０

中部すこやか障害者相談支援事業所

０３－３３６７－７８１０

北部すこやか障害者相談支援事業所

０３－５９４２－５８００

中野税務署

０３－３３８７－８１１１（自動音声）

勤務先
区役所税務担当

⑦相続税

中野税務署

⑧贈与税

信託銀行の営業所及び税務署

０３－３３８７－８１１１（自動音声）

⑨自動車税等

中野都税事務所

０３－３３８６－１１１１

⑩個人事業税

中野都税事務所

０３－３３８６－１１１１

障害者相談支援担当

０３－３２２８－８７０３

⑪都営交通乗車証
都営バスの運賃割引
⑫生活保護の障害者加算
⑬都営住宅の優先入居

生活援護ケースワーカー
区役所１階受付・区民活動センター

⑭携帯電話の割引

各社

⑮NHK放送受信料

NHKナビダイヤル

０５７０－０７７０７７

中野区社会福祉協議会

０３－５３８０－５７７５

各警察署

野方警察署03－3386－0110
中野警察署03－5342－0110

国民年金担当

０３－３２２８－５５１４

中野年金事務所

０３－３３８０－６１１１

⑯生活福祉資金
⑰駐車禁止規制の除外
⑱障害基礎年金
障害者厚生年金
障害共済年金
⑲特別障害者手当
⑳傷害手当金

各共済組合
障害者相談支援担当

０３－３２２８－８７０３

各健康保険組合

㉑雇用保険

新宿ハローワーク

㉒奨学金

日本学生支援機構

各学校を通じて

中野区成年後見支援センター

０３－５３８０－０１３４

東京障害者職業センター

０３－６６７３－３９３８

㉓成年後見制度
㉔就労支援

稲吉久乃氏）

０３－５３２５－９５８０

若年性認知症については、介護保険サービス、
障害福祉サービス、税の控除、障害者年金などの
経済的支援を受けることができますが、申請主義
なので、何もしなければ何ら支援を受けることが
できません。まずは知ることからすべてが始まり
ます。
今回は、活用できる公的支援サービスのなかで
も、私たちにとって普段縁がなく難解な障害福祉
サービスを中心に説明していただきました。
講師の稲吉氏は、区役所で認知症コーディネー
ターとして活躍されている保健師さんです。ご自
身も難病で手帳を持ち障害福祉サービスを利用
していらっしゃることから、当事者目線に立ち、
とてもわかりやすく説明してくれました。また、
詳細を確認するための「障害福祉サービス等の連
絡先一覧」を今回作成してくれました。（左図）
説明を聞き、障害者の定義に「前頭側頭葉変性
症」や「パーキンソン病」などの難病患者が追加
されたこと、地域生活支援事業の一つに移動支援
があり、買い物、散歩、コンサート、散髪等、生
活上不可欠な外出及び余暇活動等の社会参加の
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ための外出に利用でき、若年性認知症の場合でも活用できる可能性があることなど、と
ても多くのことを学ぶことができました。稲吉さんありがとうございました。
本人の状況が変化する中で、公的支援制度の活用などについては、正しい情報を入手
し、活用のノウハウを知ることが大切です。今後も会として適宜勉強の機会を確保して
いきたいと思います。
◆お誕生日会
２月生まれの人と、来月は旅行会なので３月生まれの人を合わ
せてお祝いしました。理事長、尾花さん、石井さん、三川さん、
講師の稲吉さんをチャイムの伴奏でハッピーバースデイ♪
大学の教室借用なので恒例のケーキは出せませんでしたが、翌
日がバレンタインデイということで高級チョコレートでティー
タイムを楽しみました。
お誕生日でおめでとう！

◆後半１：本人交流会
寒さ吹きとばして、体動かそう！！

交流会当日は気温はそこそこでしたが風の
強い天気。ちょっと外遊びするにはまだ時期
的に早いかなとは思いましたが、ちいたび会
の面々、元気に学校の外に繰り出しました。
用意したのは「玉入れ」と、「リバーシ」、そ
して「巻き取りゲーム」です。
玉入れの球は、啓明小学校から借りてきた
本格派（？）。背負いかごのおじさんを追いか
けて玉を入れます。２回連続紅組の勝利！
「リバーシ」は表裏で色の違うピースを時間
内にできるだけ自分の色にひっくり返し、ホ
イッスルがなったときにピースの色が多かっ
た方が勝ちというゲームです。外でやろうと
気合十分、勝敗は如何に！
思ったら
風が強くて飛んでいってしまったので、あとで学校に戻
ってからやりました。もう一つの「巻き取りゲーム」。
これがヒット！ 単純なゲームで、ヨーイ、ドン！の合
図でひもをクルクルと棒に巻き付けていき、
真ん中の目印まで先に巻いていったほうが勝ちという
ものです。
これが面白い。一生懸命巻き取るのだけれども、棒で
巻くスピードというのはそんなには早くありません。こ
のがんばり感ともたつき感が絶妙。みんなでエキサイ
さあ！玉入れだ、追いかけろ
ト。自分も楽しいけ
れど、応援するほうもまた楽しい。奇声をあげて公園
のなかで大盛り上がり。Ｍさんの巻き方が特に格好良
くて応援の声がさらに高まります。公園に居合わせた
周りの人たちもみな注目の眼差しでした。
巻き取り方にもコツがあってだんだんと熟達して
いきました。頑張りすぎると後に響きそうなので今回
は適当なところで終了。
「巻き取りゲーム」は、またの
機会に楽しみたいと思います。ということで、寒さも
「リバーシ」！私は黄色！
ものとせず、大いに楽しんだ本人組でした。
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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＞
○今日は怒って荒れていた。先日ショートステイに行った時も怒っていた。何か言うと怒るので、
本人が出来なくていらいらするまで放っておく。

○夜中に起きて１階のトイレに行きなかなか戻ってこない。戻そうとすると怒る。本人は戻るとす
ぐに寝るが自分は寝られない。
○デイサービスに週３回行っているが「一緒にいたい」と嫌がる。「ママを一人にするとかわいそ
う」といつも後を追ってくる。
○公共の場で口をくちゃくちゃすることがあり気になる。飴
やガムを持ち歩き食べさせている。
⇒車の中でもうずくまったことがある。だんだん連れて歩
くのが大変になる。
○髪が汚れていても平気で清潔感がわからなくなったのか。
⇒一緒にお風呂に入った方がよい。やり方がわからなくな
っているのだと思う。
⇒シャンプーをつけたまま服を着たりしていたので、お風
呂はデイにお任せにした。
＜本人のできることを大切にする＞
○なるべく出来ることはさせたい。下着を着ること、寝る前にセキュリティのボタンを押すこと、
風呂のふたをしめること、が出来るようになった。

○立体のパズルやすごろくはできない。平面パズルを自作したところ、うまくでき喜んでいた。
⇒確かに立体感覚はない。
○最近、トレーニングの成果か、自分の名前や駅の名前を書けるようになった。出身地のことを聞
くとよくしゃべる。
○訪問看護を月に一度頼んでいる。本人の「世間話をするのではなく字が書けるようになりたい」
と言う要望に応えてくれた。
＜デイサービス等の利用＞
○先月要介護１になった。運動系のデイサービスにと思ったが作業療法士がいないからと断られた。

○運動プラス手作業、カラオケのデイサービスに行っている。うちも１か所は断られた。
⇒スタッフや他の利用者との相性もある。合うところを探したほうがよい。
○要介護１。デイサービスは一度行ったがすぐやめた。今は「カーブス」（女性のトレーニングジ
ム）に行っている。
○最初は抵抗があったが、最近デイサービスに行ってくれるのが楽しみになった。
⇒ショートステイも使った方がよい。
＜その他＞
○確定申告をしましょう！病院へ行く交通費、オムツ代、介護保険の１割負担も控除の対象になる。

○退職金を年金型でもらうと毎年税金がかかることになる。
○生命保険は安い掛金でも高度障害認定で保険金が出る場合もある。
○都営交通、NHK の免除などいろいろあるので、体験者から話を聞くのがよい。
○介護保険が優先だけれども、自立支援制度（現障害者総合支援制度）も使いたい。移動支援が使
えるとよいので、挑戦してみたい。
○行政に対して主張すべきことは物申すべき。
「他区はやっています！」などと。誰に言うべきか、
紹介のルートをつくってもらうことも大切。
⇒一度断られてもあきらめないのがよい。
⇒行政と対立するのではなく共に作っていく姿勢が大切。以前の中野区の事例。紙オムツの助成
は寝たきりの人しか使えなかったが、メーカーも巻き込んで動き、歩ける認知症の人も使えるよ
うになった。そしてその後すぐみんなで申請した。
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■ちいたびサロン
◇第３２回サロン（２月６日、ちいたび会事務所、４名参加）
◇第３３回サロン（２月２０日、ちいたび会事務所、５名参加）
今月のサロンは寒さもあってか参加者少な目でした。いつも
のように作品つくりや街中クリーン作戦などを行いました。

■拡大理事会
（２月２０日、ちいたび会事務所、６名参加）
○２月交流会の振り返り、今後の交流会の企画
・毎回場所が変わると混乱する。１、２月は医師会館を定例会場としてお願いできないだろう
か。
・本人交流会での新ゲームの一つ「リバーシ」は理解が難しい人もいた。
（自分の色を認識して
ピースを裏返すということが困難だった様子）
・尾花さん持参の「巻き取りゲーム」は大好評。今後も採用。
・家族交流会については、相手を批判しないということが大切だが、つい、ということもある。
毎回の開始時にルールの再確認をしてはどうか。

○３月日帰り旅行会
・行程を確認。参加者は２２名の予定。

○今後の交流会の企画
・５月：紙飛行機つくり（協力：黒田氏）
月未定：長野さん、平野さん、チアダンス、阿波踊り、音楽（橋本さん）
防災イベント（関口さん）⇒非常食の寄付あり。活用して。

○助成金の申請予定、今後の事業計画など
・助成金申請状況
助成決定：昭和池田記念財団（ビデオデッキ、ビデオカメラ一式、水出しコーヒーセット）
助成不採択：中央ろうきん（３年間お世話になりました。ありがとうございました）
・来年度の取り組みについて
重点テーマ：本人の社会参加の場確保のための取り組み
本人の状況維持のための取り組み
・理解促進講演会：１１月２０日（日）午後、中野サンプラザ研修室２
基調講演講師：比留間ちづ子氏（
「ジョイント」所長）打診中
・その他
「きず菜ちゃん」の水やり、収穫等の作業へのお誘いをいただく（海賀氏より）
（６～１０月、関東バス丸山営業所、または江古田の森）
帝京平成大学学生の実習受け入れ予定：９月から、各回２名

■東洋大学社会福祉学科フィールド活動報告会
（２月１２日、東洋大学、４名参加）
今年 1 年間一緒に会を盛り上げてくれた東洋大学
加山ゼミの４年生５人が、今年一年間の活動を総括
して報告しました。どういう疾病なのだろうと思い
ながら参加し、実際に活動するなかで、普通に接する
ことができるのだと感じ語ってくれたこと、うれし
く思います。君たちも学び、私たちもまた学びまし
た。立派な発表でした。
緊張の面持ちですがしっかりとした報告でした。
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■東洋大学生追い出し会（２月２７日、フルーツパーラー「サンフルール」、１４名参加）
今年関わってくれた東洋大の吉田、丸山、上條、山下、
高本５名の社会への門出を祝い、ささやかではありますが
送り出しの宴を催しました。当日は加山先生も駆けつけて
くださいました。
ちいたび会の面々からエールを送るとともに、学生たち
にこれからの進路と抱負を語ってもらいました。それぞれ
の進む道は異なりますが、若人たちの今後の活躍を期待し
ます。これからもＯＢ参加大歓迎ですからね！

平野ご夫妻 いつもお世話になります。

益田教授
)）
稲吉さん
)）

きれいな音色のトーンチャイム
高山さんのご指導を受けて練習中！
みんなで一緒に演奏を楽しみましょう

6

＜＜ 今後の予定 ＞＞
■３月リフレッシュ旅行（日帰り旅行会 in 千葉）3 月 12 日(土)
３月の旅行は「いちご狩り」で決まり！
今年は、佐野市、静岡市に続いて『千葉、房総』!!
「市原ぞうの国」見学もセットで楽しみましょう。
※ 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。
※ 10 月に一泊二日の旅行にも行きます。
（例年、龍勢祭り）

◇平成 28 年度通常総会のお知らせ
日時：2016 年 5 月 22 日（日曜日）14：00～
会場：中野区鷺宮区民活動センター3 階 洋室 2 号（中野区鷺宮 3-22-5）予定
○会員のみなさまに別途開催通知を送付いたします。
○登録会員（家族会員）、賛助会員もご出席いただけます。ただし、議決権は正会員の
みとなります。
■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３月 19 日）

＜＜ 交流会参加のご案内 ＞＞
「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４月号をご覧ください。
・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。
次回は４月９日(土)１４時から ※中野四季の森公園西隣 中野駅北口徒歩１０分
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）
（）です。

＜＜ サロン、日常生活から離れてリフレッシュ！旅行会のご案内 ＞＞
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。
次回は、3 月 5 日、19 日、4 月 2 日となります。
・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。

自由な時間に気軽に集いましょう。
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はみ出し企画第一弾！（日帰り）
■ワクワク田植え体験ツアーin 佐野市
今年も相場さんの田んぼです。
よいところですよー
5 月 8 日(日)。お楽しみに♪(^^♪
※ ９月には稲刈りにも行きます！
※ その他、馬刺しも食べたい、温泉行きたい
など声多数。

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

事務局の窓 「ちーたー時速 100ｋｍ！！」 Vol.31
今年度も東洋大学の学生たちと一年間お付き合いをさせていただきました。月数回の接
点ですが、いろいろと感じ取ってくれたようですし、私たちも、彼ら彼女らの反応をみて、
自分たちの活動を振り返ることができました。勉強、就活、バイト、卒論とたくさん予定
のある中でありがとう。これから忙しい時間が続くとは思いますが、機会あれば顔出して、
社会に出て感じたこと、また、ちいたび会の活動に生かせそうなことなど聞かせてくださ
い。活躍を期待しています！ ちいたび会はいつでも歓迎します！（ ）

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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