会報誌

―― 今 月 号 の 内 容 ――
経過報告
・３月リフレッシュ日帰り旅行会の様子
「いちご狩り＆市原ぞうの国見学ツアー」
・ちいたびサロン（第 34 回、第 35 回）他
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
杉並区高円寺北１－２８－１（中野四季の森公園の西隣）
次回のお出かけ♪ はみ出し企画第一弾のご案内
2016 年５月８日（日曜日）晴れ
ワクワク田植え体験ツアー（栃木県佐野市 相場さんの田んぼ）
ちいたびサロンのご案内
４月２日、16 日、５月７日、21 日（各土曜 11 時～15 時） 於：ちいたび会事務所
その他の予定
第三期通常総会

５月 22 日（日曜日）14 時～

鷺宮区民活動センター

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
４月２日、5 月 7 日，６月４日どうぞご利用ください。
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ちいたび会

＜＜ 経 過 報 告 ＞＞
■３月リフレッシュ日帰り旅行会（３月１２日、千葉県君津市、市原市
本人５名含む２３名参加）
恒例となった春のいちご狩り。３回目となる今年は海を渡って（？）房総半島に足を延
ばしました。セットのお楽しみは「市原ぞうの国」見学です。
いつもどおり「ちーたー観光」のマイクロバスで、高橋事
務局長と大倉さん（ともに優良ドライバー！）の運転手２名
と超ベテランガイド（理事長）がご案内。
中野駅近くの区役所裏に７時半に集合。途中白鷺３丁目
の第２集合場所に立ち寄り、いよいよ出発です。今回はＩさ
んのお孫さん３歳とサポーターＹさんのお子さん６年生も
参加しての多世代ツアー。たくさんイチゴ食べるぞー、と皆
さんとても張り切っています。
土曜日の朝なので渋滞覚悟で
したが、１年前に開通した中央環状線「山手トンネル」、ナビに
も未だないこの道路は画期的でした！これぞ高速道路という
感じでスムースに車が流れています。大井の新幹線車両基地な
どを横目にしながら、あっという間に川崎のアクアライン入口
に着きました。首都高、首都圏高速道路網がますます充実して
きましたね。
ガイドによる豆知識：山手トンネルは全長 18.2km で高速道路トンネルとしては世界１の長さ。
東京湾アクアトンネルは 9.6km で日本４位の道路トンネル。アクアブリッジ
は 4.4km で日本１の長さの橋です。

さて、順調と思いきや、アクアラインのトンネル内に入ると間もなくテールランプの車
の列。ラジオを聞くとトンネル内で事故があった様子。大事故ではな
いようなので一安心ですが、渋滞していてなかなか進みません。
普通ですとここで意気消沈、気分停滞というところですが、ここで
我ら理事長が長年の盛り上げ役の手腕を発揮してくれました。「食べ
物しりとり」しましょう！と皆に呼び掛けて、全員参加でのしりとり
合戦が始まりました。３歳のＫ君がとても賢くて大人以上の活躍ぶり。
途中から「動物しりとり」に変化したりして、車内はワイワイにぎや
かに盛り上がり、渋滞など気にせず過ごすことができました。さすが
理事長、超ベテランガイドたる所以です。
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バスは渋滞の中をのろのろと進み、トンネルの中間付近を過ぎたあたりで事故現場に差
し掛かりました。車が一台横転しています。「火が出なくてよかったねー」。
事故現場を通り過ぎると渋滞は解消し、程なく、車は君津の「渡辺いちご園」に到着し
ました。
さすがいちご狩りの季節で観光バスも来ています。ハウスに案内されて、さっそくいち
ご狩り開始です。制限時間は３０分。いちごを食べに皆一目散に走りだして行きました。
１年目に行った佐野は露地栽培。前
回の静岡は石垣いちご、今回は腰の高
さの台の上で栽培しています。どれも
ハウスの中ですが、地域によって育て
方が異なるようです。ここの品種は「紅
ほっぺ」。甘いいちごでした。
さて成果は？みなさん食べること、
食べること。４０個、５０個？それ以上
の人もいたようです。すごい！
来年はどこにいちご狩りに行きまし
ょう。リクエストお待ちしています！
いちごでお腹を満たしてから、バスに乗って１０分もたたずに、昼食処に到着。みなさ
ん別腹をお持ちのようで。おいしいお魚の入った和食ご膳を難なく平らげていました。
その後、バスは一路「市原ぞうの国」へと向かいます。前
回のいちご狩りでは日本平動物園に行きました。動物好きの
多いちいたび会。今回は象さんがたくさんいる「ぞうの国」
を行先に選びました。（動物好きなＤさんご夫妻が今回いな
いのが残念。来年は行きましょうね。）
さて、「ぞうの国」と言っても象以外の動物もいる動物園
で、カピバラと触れ合ったり、ラクダに乗ったりもできます。
ニンジン、バナナのえさバケツ（500 円也）を買って歩くと、
ヤギが我先にとやってきたり、象も鼻を伸ばしてきます。
圧巻は何と言っても象のショウ！ １１頭もの象を一度に見
られるだけでも大迫力なのに、あの巨体でみんなでダンスした
り、楽器演奏をしたり、鼻でフラフープを回したりするのです。
象ってとっても器用。ここで生まれたスターの「ゆめ花」ちゃ
んは筆を使って上手に絵も描くんですよ。
子象も２頭いて可愛らしい。映画「星になった少年」のモデ
ルとなった象さん、ランディもいました。
ちなみに、象使いの人たちはタイ国から
来ているそうです。
ショウの最後には「象さんのお買いも
の」コーナー。鼻に千円札を渡すと象の
ぬいぐるみを買ってきてくれます。ちい
たび会からもＩさんのお孫さんが参加
し、象さんに買ってもらったぬいぐるみ
をずっと大事そうに抱えていました。
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ガイドによる豆知識：象には、耳が三角形で大きくキバが長く性
格の荒いアフリカゾウと耳が四角形で
小さくキバが短く性格の温厚なアジア
ゾウがいます。ぞうの国の象は１頭を除
いてアジアゾウです。巨体ですが、高い
認知能力を持ち、時速 40km で走れます。
（ちーたーには負けますが・・）

興奮冷めやらぬ中、帰途につきまし
たが、アクアラインでまた事故に遭
遇。今度は追突事故のようでした。一日に二度も事故を見るなんて予兆かもしれません。
車の運転には気を付けましょう。車内では、カラオケなどしながら無事に帰ってきました。

■ちいたびサロン
◇第３４回サロン（３月５日、ちいたび会事務所、２名参加）
◇第３５回サロン（３月１９日、ちいたび会事務所、１２名参加）
３５回サロンには見学者３名、初参加の M さんご夫妻も来てくれました。いつものよう
に、みんなでいろいろおしゃべり、ランチ。午後からは街中クリーン隊も繰り出し、お留
守番チームはビーズ細工に精を出しました。

■拡大理事会（３月１９日、ちいたび会事務所、６名参加）
○旅行会の振り返り、今後の交流会の企画
・旅行会はとても楽しかったと大好評だった。Ｉさんの孫のおかげでしりとりやカラオケが盛
り上がった。みんなで盛り上がることができるところがこの会の良さ。今後も企画継続を。
・４月交流会は長野さん考案のゴロ卓球、新バルーン輪投げ等
・５月に予定した紙飛行機はその後の調整で見送りとなった。
・６月交流会はチアダンス堀口さんにお願いできた。
・７月は勉強会とする。講師和田行夫氏。
「人として普通に生きる姿を支える」
・得意分野を持つ家族に協力を得て、交流会のお楽しみプログラムを企画できないだろうか。
・８月 27 日（土曜日）はみ出し企画第２弾としてバーベキューを企画する。
・９月初旬稲刈り（佐野、相場さんの田んぼ）

○その他
・中野区の１０か年計画に「認知症の人や家族を対象とした集いの場の充実」
「若年性認知症に
係る相談支援、活動支援の充実」が記載された。
（情報提供）

○助成金の採択
・助成決定：ゆめ応援ファンド（東京ボランティア・市民活動センター）
・今後申請：中野区政策助成、ＷＡＭ助成（社会福祉振興助成事業）※検討中

■その他
◇地域ケア会議への参加（３月８日、鷺宮すこやか福祉センター、理事長出席）
今回が第３回。事例検討する中で、地域のいろいろな立場の人たちとの連携を図ること
のできる場です。ちいたび会のことや認知症に対する考え方なども伝えています。
◇東京都認知症キャラバンメイト養成研修
（３月９日、東京都社会福祉保健医療研修センター、理事長出席）
認知症サポーターを養成する立場である「キャラバンメイト」を養成する講座です。中
野区から推薦をいただき参加しました。今後、認知症サポーター養成講座を開くことがで
きるようになりました。
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＜＜ 今 後 の 予 定 ＞＞
＜ 月例交流会のご案内 ＞
「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。
・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

会場は、マイルドハート高円寺 地域交流スペース

○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/koenj i/

＜ ちいたびサロンのご案内 ＞
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。
・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。

◇第三期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）
○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４月 16 日）
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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。

入会のお誘い、会員継続のお願い
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。
当会では３月末日が年度末となり、会員期間が終了いたします。
会費未納の方は会員継続につき、よろしくお願い申し上げます。
《年会費（継続）》 ４月１日～翌年３月３１日
② 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.32
昭和池田記念財団からビデオデッキ（ＢＤレコーダー）の購入費用を助成していただき、
ちいたび会事務所に設置しました。その目的とするところですが、認知症関連の番組が数
多く放映されるようになりましたので、それらを録画し、ちいたびサロンのときにみんな
で観て、意見交換しようという趣向です。その活用は今後に期待するとして、最近のデッ
キってすごいですね。事務所にいなくてもスマホで録画予約ができてしまうのです。千葉
方面に行くときの山手トンネルの便利さにも驚きましたが、時代は進んでます！（ ）

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 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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