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新年あけまして
おめでとうございます。
―― 今 月 号 の 内 容 ――
経過報告
・12 月交流会の様子
・若年性認知症専門デイサービス見学その３
・中央ろうきん中間報告会
・拡大理事会
新年１月交流会のご案内
・お正月はみんなで楽しみましょう！
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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

＜＜ 経 過 報 告 ＞＞
■１２月交流会（12 月 14 日、於「マイ
ルドハート高円寺」、２６名 ＋イベント
ゲスト９名参加）
お楽しみイベントとして「たんぽぽの
会」
（洗足学園音楽大学の学生有志）の皆
さんにお越しいただき、
「おはなしコンチ
ェルト～絵本の読み聞かせと音楽のコラ
ボレーション」を演じてもらいました。
続いて、季節柄のクリスマスソング・メドレー、手話も交えてみんなで合唱！これら
を学生たちの生演奏で楽しみました。後半は本人と家族、それぞれのプログラムです。
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(1) おはなしコンチェルト＆クリスマスソング・メドレー
大きな絵本を使った『花さき山』読み聞かせ、ブタさ
んが変身する楽しいパネルシアター、スクリーンに絵を
映しての『くまとやまねこ』と続きます。読み聞かせで
は背後で奏でられる楽器の音色が心に染み入り、思わず
すすり泣き。パネルシアターでは、ウクレレのおどけた
音色が トー クの楽 し さ
を引き立てます。続いて
バイオ リン のデュ オ に
よるクリスマスソング・メドレー。
「真っ赤なお鼻のト
ナカイさんは～」では、帝京平成大の大矢くんと塩澤
さん、理事長が歌に合わせて手話を披露。手話のでき
る石井さんらも一緒に参加。みんなで合唱しました。
(2) 恒例！お誕生会 12 月
12 月に誕生日を迎える家族 O さんと東洋大の武田さん。豪
華にジャズシンガーの生歌と生演奏による伴奏で 「Happy
Birthday to You」を歌って祝いました。
(3) 家族組、本人組それぞれに
その後、家族組は別部屋に移動。本人組はその場に残り、
ゲームの達人佐久間さんとお楽しみ。今回から家族組にサポ
ーターも数名ずつ参加。全員が状況を共有しながら会を進めていこうとの考えからの
試行です。今回は３名の方に入ってもらいました。
家族組の方は、最初に見学にいらした今井さんに練馬の若年性認知症専門デイサー
ビス、次に会員の白岩さんに中野区白鷺に開所した小規模多機能施設のそれぞれを紹
介してもらいました。関連して介護保険の使い方、連絡帳の使い方に関する質疑応答、
施設とのコミュニケーションの取り方などについて意見交換しました。本人の気持ち、
ニーズを大切に、とは思うが、本人がどう考えているのかわ
からなくて困っている、という家族の声もありました。
本人組の方は、佐久間さんの楽しげなリードで、まずクリ
スマスツリー作りに挑戦。木製の
ツリーに各々が飾りを置いてい
くだけの単純なものなのですが、
色使いや置き方などに個性が発
揮され、互いに感心しきり。途中
からは“はい１分経過!!”と制限
時間を設定して煽るなどの意地
悪も加わり盛り上がりました。
次に輪投げ。急遽、卒業試験に
この競技のクリアが課せられた東洋大の２人。真剣に投げ
てどうにか輪が入り卒業できることになりました。「またやりたい！」、終了後の家族
組からは「うるさかったねー」
（本音は「私たちも参加したかったよー」かもしれませ
ん）との声が多くありました。
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■若年性認知症専門デイサービス見学その３（11 月 30 日、３名参加）
世田谷区にある「デイ・ホーム太子堂」
（社会福祉法人
世田谷区社会福祉事業団）は、毎週土曜日に若年認知症
専門コース「ともに」を行っています。この日は、一日
を皆さんと一緒に過ごさせてもらいました。
こちらのデイサービスは、朝のミーティング・体調確
認、集団での外出、施設にもどってからの振り返りとい
うプログラムが基本のようです。週一ペースということ
で互いに顔のわかる関係ができていて、また、スタッフみなさんの親しさかつ適度な
間合いを保った対応がそれに重なり、とてもアットホームで心地のよい雰囲気が醸し
出されていました。4 時半の別れの時間が寂しく感じる、そんな心持ちになりました。
「体験記」

正会員 白岩裕子

理事長、副理事長、と 3 名で世田谷にあるデイサービス「デイ・ホーム太子堂」に 1 日体
験でお邪魔しました。

（コース案内より抜粋）

朝、3 台の車で皆さんが集まり、
お茶を飲みながら自己紹介やその
日 1 日の予定を一緒に考えます。
それぞれ思い思いの事を話されて、
当日の行き先と昼食を決定。

その日は世田谷百景の「豪徳寺」
や「松陰神社」の紅葉をみて外食し、お一人おひとりが選んだおやつをお土産に戻りました。
行きは送迎車、帰りは徒歩。車の中でも歩きながらも、紅葉やそれぞれの思い出の話をした
りと、まるでバスツアーの様で楽しく過ごしました。
その後デイサービスに戻りお茶を飲みながら今日の振り返り。小さい写真をいっぱい印刷
し、皆さんのノートに記録としてそれぞれ貼ります。途中、スタッフの 2 名がカメラを片手
に写真を撮っていて、「沢山撮るんだなー」とちょっと不思議に思っていた写真でしたが、
ノートを見ると納得。「あのきれいな紅葉は豪徳寺でしたね。」｢お昼のお肉は美味しかった
ですね。｣など、楽しく振り返ることができるのです。
一人ひとりの声を聞き、思いを大切にして過ごされている
様子や細やかな工夫が詰まっているデイサービス。これから
ももっと増えてほしいです。
通っている方々は他の曜日には一般のデイサービスにも
通っていらっしゃるそうで、おそらく、入浴や他の介護は一
般のデイサービスで利用されているのでしょう。いろいろ一
度に盛りだくさんで介護を中心に組み立てる介護サービス
だけではなく、曜日や内容を分けて利用することを考えると、
いろいろな特徴をもったデイサービスが増えることも大切
ですね。
太子堂の皆様、楽しい一日をありがとうございました。

■中央ろうきん中間報告会（12 月 18 日、
於「労働金庫会館」、理事長参加）
本交流会は「中央ろうきん」
（2013 年中央ろうきん助成
プログラム）からの助成を受けて活動していますが、先日、中間報告会がありました。
約 30 団体が集まり、各団体がポスターを作り報告するという形で行われました。次に
つなげることを課題とする団体が多い中で、学生の参加は注目されていました。
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■拡大理事会（12 月 21 日、於「ちいたび会事務所」
、９名参加）
今年一年の活動を振り返るとともに、今後に向けて意見交換をしました。
交流会の進め方、サポーターの家族の話し合いへの関り方、基礎的な支援技術の習
得の必要性、また、どの程度までアドバイスすべきなのか、など、これまでの活動を
通じた様々な事柄について話が出ました。
方向性が確認できたもの、今後の課題として保留したものなど、結果はそれぞれで
すが、一番大きな結論は、もっと話し合う機会を持つべきだということでした。
そのことを踏まえ、１月から定例的に拡大理事会を開催することになりました。
（原則、毎月第３土曜日 15 時から事務所にて。ただし１月(来月)については 25 日）
会の運営にご意見ある方みなさんの参加をお待ちしています。

＜＜ 新年１月交流会のご案内 ＞＞
日時：2014 年 1 月 11 日（土）午後 2 時～5 時
会場：マイルドハート高円寺・地域交流スペース
内容：○本人・家族、専門職を交えた情報交換
○お楽しみイベント『お正月はみんなで楽しみましょう！』
・参加費：500 円（お茶・お菓子代などにあてます）
・交流会終了後に懇親会も予定しています。

＜＜ 今後の予定 ＞＞
■３月 日帰り旅行のご案内（予定）
日時：2014 年 3 月 8 日（土）は外に出ます。（日帰り旅行 行き先は栃木県佐野市）
内容：アウトレットでお買い物、いちご狩り（予定）
交通手段はマイクロバスを予定。集合時間等、詳細は後日ご案内します。
■２月交流会のご案内（2014 年 2 月 8 日（土）14 時～、於「マイルドハート高円寺」）
社会保険労務士にお越しいただき、障害年金について勉強します。
■若年性認知症専門デイサービス見学その４（日程未定、渋谷区けやきの苑・西原）
社会福祉法人武蔵野療園による若年性認知症のデイサービスを見学します。第 4 弾
■理解促進のための活動
○中野区職員向け研修 講師(1 月 29 日)
○なぎさ和楽苑セミナー シンポジスト(2 月 2 日)
○行政書士成年後見研修 講師(2 月 21 日)

＜＜ その他 ＞＞
■中野ボランティアセンター（中野区社会福祉協議会）の情報紙「そよかぜ」12 月号
及び 1 月号で本交流会を紹介していただきました！
―――――――――――――――――――――――――――
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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交流会の会場案内
○交流会の会場は
「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。
中野駅周辺再開発地域の一角にある
介護・障害者施設。
☆運営法人である社会福祉法人鵜足津福祉会
のご理解ご協力により実施しています。

☆社会福祉法人鵜足津福祉会 マイルドハート高円寺公式ホームページ
http://www.utazufukushikai.or.jp/kdk/

平成２６年度の会員継続、会費納入のお願い
平素から当会をご支援いただき、心から感謝申し上げます。
さて、2014 年３月末日にて会員期限が終了いたします。引き続きの会員の継続につ
き、よろしくお願い申し上げます。認知症になっても普通に生活できる地域づくりを
めざすための活動を広げていきましょう。皆様と共に力をあわせ、一歩いっぽ前に進
んでいけることを願っております。
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
※複数年一括での納入を希望される場合は、通信欄にその旨ご記入ください。
※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
※新規加入の場合：年会費に加えて入会金の納入をお願いします。
[入会金]正会員及び賛助会員 5,000 円、 登録会員 2,000 円
《納入方法》
① 郵便振替をご利用：払込取扱票(赤色)でご送金を。（振込手数料は不要です）
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.5
NPO 法人となって初めて年を越すことになります。これまでの間、たくさんの方に
応援をいただきました。本当にありがとうございました。皆様とのご縁を大切に、こ
れからも取り組んでいきたいと思っています。来年もどうぞよろしくお願いします。
年明け、１月７日から１０日まで中野区役所ロビーで NPO パネル展が開催され、ち
いたび会も前出のポスターを展示します。区役所お立ち寄りの際はご覧ください。
＜訃報＞
会員の伊藤直子さんのご主人裕さんが 12 月 14 日、62 歳で亡くなりました。
謹んでご冥福をお祈りいたします。
ご葬儀に際しては、ちいたび会から生花をお供えさせていただきました。

♪ サポーターのお誘い
交流会のお手伝い、旅行会への同行など。学生、社会人、男女、経験問わず。どなたでも。

―――――――――――――――――――――――――――
ご質問、お気づきの点などございましたら、お気軽に下記事務局までご連絡ください。
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