会報誌

―― 今 月 号 の 内 容 ――
経過報告
・４月交流会の様子
「長野ワールドで遊ぼう！！」 ごろ卓球、風船すくい、などなど
・ちいたびサロン（第 36 回、第 37 回）他
次回交流会（５月）のご案内
2016 年 5 月１４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
内 容：前半は本人、家族一緒に。後半は分れて行動します。
前半：お楽しみイベント「みんなで歌おう！懐かしの歌声サロン♪」
（協力：「青空ロマンス楽団」 橋本一美さん、川村善一さん、松尾憲恭さん）
後半：家族交流会：専門職を交えた近況報告、情報交換等
本人交流会：引き続き歌って過ごそう、好きな歌♪
次回のお出かけ♪ はみ出し企画のご案内♪
5 月 8 日(日) ワクワク田植え体験ツアー、8 月 27 日(土) 夏だみんなでバーベキュー！
ちいたびサロンのご案内
5 月 7 日、21 日、6 月 4 日、18 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
5 月 7 日、6 月 4 日，7 月 2 日どうぞご利用ください。
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ちいたび会

＜＜ 経 過 報 告 ＞＞
■４月交流会の様子（４月９日、マイルドハート高円寺地域交流スペース、
本人６名、見学２名含む３３名参加）
春となり、久しぶりのマイルドハート
高円寺を会場に４月の交流会を行いま
した。やはりなじみの場所は落ち着きま
す。会場提供ありがとうございます。
近隣の桜は葉桜となりつつありまし
たが、会場には手ぬぐいの桜満開！１月
に続き手ぬぐいコレクターの川村さん
ご持参のものです。
今回は S さんご夫妻が初参加。すぐに慣れて一緒に楽しんでもら
えたようです。
◆お楽しみイベント「長野ワールドで遊ぼう！」
協力：スポーツボランティア

長野誠さん

長野さんは身近なものを使ってゲームを考え出す
達人です。得意のアイテムは、バルーン（風船）、そし
て、トイレットペーパーの芯、牛乳パック、カップラ
ーメンの容器など、身近な生活に由来するもの。
今回は、視覚障害者用のサウンドテーブルテニスの
ボールを使った「ごろ卓球」をちいたび仕様にアレン
ジしてくれました。
サウンドテーブルテニスでは、普通のピンポン球
ちいたびサロンで事前の作戦会議中
（直径４０ｍｍ）の中に、ビーズくらいの大きさの金
属の球が三つほど入っているものを使います。中に重たい金属の球が入っているので、転
がる時に大きな音がします。そして普通のピンポン球よりも重たいので、簡単にバウンド
しないようになっています。実際の競技では、ラケット
は、ボールを打った時に明確な打球音をさせるために、
ラバーを張っていないものを使用するそうです。
今回の特別編では、即席卓球台（いつもの会議机を２
つ組み合わせたもの）の上に、長野式得点コーナー（牛乳
パック利用）を３か所設置して、ラリーで得点する以外
にも、得点コーナーにボールが入った時には加点できる
ルールにしました。
最初はちょっと戸惑う人もいましたが、力勝負で行く
人、得点コーナーを狙う人、人それぞれの戦法で臨みま
した。得点コーナーは点数が高いのですが、力加減が難
しくなかなか得点できません。相手方を抜けば１点は取
れるので、えーいとばかりに打ち込む人も。
２ラウンド目はラケット代わりに長いバルーンを手に
しての「ごろ卓球」。ラケットはバルーンですが、結構ス
ピードも出ます。スピードに緩急を付け、コーナーを攻
める！ 段々とゲームはエキサイトしていきます。
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「私はやらないわー」と言っていたＷさん、いざや
りだしたら猛プレイで優勝！
周りの声援の声、プレーヤ
ーの気合のこもった声が響き
渡り、会場は熱気にあふれ、み
んな汗をかきました。
途中、通りがかったマイル
ドハート来館者の子どもたち
も参加してくれました。
いざ、真剣勝負！

◆お誕生日会
４月生まれの M さんを中心に３月生まれも加わって、チャイ
ムの伴奏でハッピーバースデイ♪（チャイム演奏、毎回人が替わ
るので上達のスピードは遅いですが、回を重ね、それなりの演奏
が出来るようになってきました!?）
高山さんが春の音楽をピアノで弾いてくださり、手ぬぐいの
桜の花の下、春の気分でケーキを食べながら、ゆっくりひと時を
過ごしました。
◆後半：春の誘いに身を任せ、隣の公園で楽しみました
当日、気温はそれなりに暖かでしたが、春らしい風の強い一日でした。本人組、元気に
マイルドハートの隣にある公園に出掛けました。
春の陽気に誘われて親子連れの姿も見られるに
ぎやかな公園内で、先日好評だった「巻き取りゲー
ム」、「輪投げ」などを楽しみました。
輪投げでは、佐久間さん扮する動く的（まと）が
優しく投げる輪を受け止めくれました !(^^)!
巻き取りゲームも、クロス巻き（４人で競う）な
ど応用編も飛び出してますます絶好調！
みんなで楽しみゃ、大人だって恥ずかしくない
わいと、少し照れながらも、ちいたび会の面々、公
園内で一番元気だったように思います。
◇後半：家族交流会

～家族組の情報交換であったお話から～

＜本人の様子＞
○入院中は要介護２だったのが退院後は４になった。すり足、傾き、うなだれ、頻尿などの症状が
ある。練馬と杉並の２つのデイに通っている。自費のところも契約しているが高い。（１日
15,000 円）訪問美容等も利用。

○医者からは施設を勧められていて、特養を見学に行くつもり。ショートステイに行っている間だ
け安眠できる。
○相変わらずの生活。残された機能を保ちたいと思い、毎日特養に面会に行き、散歩や食事介助を
している。食事は普通食で１時間かけて食べさせている。
○昼食はミキサー食からおかゆになった。自分は夕食の介助に行っている。
○発症から１０年目。最近言葉が荒くなった。入浴、着替えを拒否する。
○デイで２回目から入浴できるようになった。（中国人ヘルパーで言葉がかたことのため優しく聞
こえるらしい）
、夜から翌日の服を着せておくなど工夫している。
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○錠剤はうまく飲めない。
→錠剤が飲めないなら医者に相談すべき。粉にする、ゼリー等方法はある。
○楽譜が読めなくなって落ち込んでいる。ピアノ、字、計算の得意だった３つが出来なくなり困惑
している。
○頭頂葉の委縮なので、物を見つけて集める認識が苦手。
○要介護３。デイに週５～６日通っている。デイのない水曜日は自分も仕事を休んで一緒にいる。
1 人で外に出てしまうのが心配。玄関にセンサーをつけた。
○不随意運動が出て箸が持てない。本人もイライラする。すり足になった。
＜サービス利用にあたって＞
○ケアマネ替えたがハズレだったか。

→ケアマネの変更を躊躇することはない。
→ケアマネの対応が家族のようになってしまうのもどうかと思う。
→ケアマネへの誤解もある。何でもやってくれるわけではないので、どこまで出来るのか把握す
ることが必要。
○施設の職員はわかっていないと思うことがある。
○要介護２なので見直したいが・・・。
○障害福祉の移動支援が受けられることになった。月１５時間。皆さんも申請するとよい。
→障害福祉のサービスは介護保険とは別枠で、介護保険が適用できないサービスに使える。中野
区の場合であれば、すこやか福祉センターか区の障害福祉担当へ相談するとよい。
→杉並区では保健所の管轄
○特養も最近は何年も待つことはない。
「最近入った人はどれ位待ちましたか？」と聞いてみては。
『墓と特養はほどほどの距離がよい』と言われる。
○在宅で寝たきりになるとお金がかかる。財産はあるが現金はない人もいて払いづらい場合もある。
○外に出てしまう場合には、GPS の貸し出しサービスもある。
→杉並区では６５歳未満でも使える。靴の中敷きタイプもある。介護保険の適用になる場合も。
→他自治体の情報を持って、行政に交渉に行くとよい。
＜振り返ってみると＞
○昨年８月に他界した。４年前に発症。一昨年１月に入院。その後発熱等で病院と老健を８回行っ
たり来たりした。その間両方の費用を負担しなければならず経済的に厳しかった。最後は延命を
拒否した。介護者は本当に疲れる。

→

同じデイだったので、身につまされる。

○経済的にも厳しいし、自分の体もぼろぼろ。仕事で帰りが遅いので、自分の病院にもなかなか行
けない。落ち込んでは立ち直りの繰り返しだった。
＜自宅での悩み＞
○デイでうまくいっていることが家でできないと悩む必要はない。家族は優しくできなくて当たり前。

○皆さん、配偶者のためによくやっていると思う。自分自身の体も大切に。
＜その他＞
○他人と比べないこと。面会に行けなくても構わない。そのための施設であり病院であるのだから。

○デイへのクレーム等は直接言った方がよい。
○８月の介護保険改正で障害年金も収入に含まれるようになり負担が増えることなったようだ。最
新情報をキャッチする必要がある。

■ちいたびサロン
◇第３６回サロン（４月２日、ちいたび会事務所、８名参加）
４月交流会に向けて長野さんが打ち合わせに来てくれました。ごろ卓球の得点コーナー
の工夫など、みんなで考えました。向かいの公園に出張って実地練習もしました。差し入
れの桜餅に春を感じ、街中クリーン隊も出動。毎回大漁です。
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◇第３７回サロン（４月１６日、ちいたび会事務所、６名参加）
４月の交流会に初参加の S さんご夫妻も顔を出してくれて、
５名で街中クリーン作戦に出掛けました。人通りの少ない午後
の時間帯でしたが、地域の方３名からご苦労様！の声をいただ
き、みんなやる気アップ。
事務所前の公園の八重桜がちょうど見頃で、お花見気分も味
わえました。

■拡大理事会（４月１６日、ちいたび会事務所、９名参加）
○４月交流会の振り返り、今後の交流会の企画
・長野さんのアイデアは毎回素晴らしい。身近なものをうまく利用してよく考えられている。
・５月の交流会には川村さん紹介の「青空ロマンス楽団」橋本さん他１名が来てくれることに
なった。懐かしい歌を一緒に歌う。本人交流会までいてもらえるよう交渉する。
・６月はチアダンス♪協力：Pratinum Sprites）
、７月は勉強会（協力：和田行男さん、介護専
門職）ともに依頼済
・８、９、１１、１月は、料理体験（平野さん）
、防災イベント（関口さん）、音楽（巻島さん紹
介）、手作り体験などを予定したいと考えている。
・手作り体験では会員協力も得てはどうか。プラバンでストラップなど作るのもどうか。

○はみ出し企画について
・第１弾「わくわく田植え体験ツアー」：５月８日（日）、佐野。参加者本人５名含む１８人の
予定。行程等確認。
・第２弾「夏はバーベキューだ！」
：８月２７日（土）
現在のところ行先未定。埼玉県小鹿野の推薦をいただいたが遠くなってしまうので、参加メ
ンバーを考えると難しいように思う。昭和記念公園はどうか。昨年実施した軍畑（いくさば
た）の会場を押さえつつ再度考えることとする。

○その他
・第三期通常総会：５月２２日（日）、事前に理事会を開催し内容検討する。
・今年度の東洋大加山ゼミの学生たちへ勧誘プレゼンテーションする。理事長、事務局長参加
・帝京平成大から実習受入れる。看護学部。受け皿は参加者の多い交流会がよいのではないか。
・助成金申請状況：
「ゆめ応援ファンド」「アステラス・スターライトパートナー」助成決定。
中野区の政策助成４月中に申請予定
・理解促進講演会は 11 月 20 日（日）午後に実施。基調講演講師：比留間ちづ子氏（元若年
認知症社会参加支援センター「ジョイント」所長）に打診している。今後詳細を詰める。

＜＜ 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５月１４日(土)１４時から

会場：マイルドハート高円寺 地域交流スペース
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○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。

録画した認知症の番組を見て意見交換

◇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。
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６月 18 日）

事務局の窓 「ちーたー時速 100ｋｍ！！」 Vol.33
先日、ゆめ応援ファンドの贈呈式に参加しました。貧困世帯を意識した子ども食堂や発
達障害児・者を対象とした子育て支援活動、ＬＧＢＴ問題に取り組む活動など時代の課題
を感じました。若年性認知症に関する社会での取り扱いについては数年前から考えれば隔
世の感を抱きますが、まだまだ現実の課題解消には至っていないのが実際です。身近な地
域の視点から課題を捉え、解決に向け地道に活動を継続していきたいと思います。（ ）
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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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