会報誌

―― 今 月 号 の 内 容 ――
経過報告
・５月交流会の様子
お楽しみイベント「みんなで歌おう！懐かしの歌声サロン♪」など
・ちいたびサロン（第 38 回、第 39 回）他
次回交流会（６月）のご案内
2016 年６月１１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。後半はそれぞれに。
前半：「今年もみんなで元気に Let's チアダンス！」
（協力：チアダンスサークル Platinum Sprites の皆さん）
後半：家族交流会：専門職を交えた近況報告、情報交換
本人交流会：恒例 手作りエアホッケー他
田植え満喫！ 手植えも機械も

次回のお出かけ♪ はみ出し企画のご案内♪
◇7 月 30 日(土) 石川酒造(福生市)見学、 ◇8 月 27 日(土) 夏だみんなでバーベキュー！
◇9 月 11 日(日) 稲刈りツアー(佐野市、相場さんの田んぼ)
ちいたびサロンのご案内
6 月 4 日、18 日、７月 2 日、16 日（各土曜 11 時～15 時） 於：ちいたび会事務所
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
６月４日、７月２日，８月６日どうぞご利用ください。
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ちいたび会

＜＜ 経 過 報 告 ＞＞
■５月交流会の様子（５月１４日、マイルドハート高円寺地域交流スペース、
本人５名、見学４名含む３１名参加）
◆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、ブンちゃん
５月の交流会はプロのミュージシャ
ンによる歌声サロン♪ 会員の川村さ
んが代表の橋本さんと知り合いで企画
が実現しました。橋本さんのほか、司会
兼ピアニストの川村さん。ボーカルの
ブンちゃん、ギタリストの松尾さんの
総勢４人が来てくれました。
川村善一さんはジャズピアニスト。
カラオケ教室の講師などもされている
松尾さん、 川村さん、 ブンちゃん、 橋本さん
そうで、テンポよく盛り上げて進行し
てくれます。紅一点のブンちゃんも一緒に曲をリードしてくれて、みんなでお気に入りの
歌を気持ちよく次々に歌いました。
歌好きのメンバーが多いのでとても良いプログラムだと思いまし
たが、なかでも気合の入っていたのは惠美子理事長。自作の歌本づ
くりに精出して、出来上がった歌本の曲数はなんと３８。そんなに
歌えるハズないでしょ！ホワイトボードにも書き切れません！
みんなで一緒に歌い、時に独唱。
「翼をください」はＦさんの定番、
いつ聞いても素敵です。Ｓさん奥様もきれいな声で熱唱（元コーラ
ス部とか）。家族のＩさんはみんなに乗せ
られてユーミンを２曲、元気です。久しぶりのＤさんも。
実は、代表の橋本さんはラブユー東京で有名な「黒沢明とロ
スプリモス」の元メンバー。もちろん歌っていただきました「七
色の虹がー」
「一丁目の柳に・・・」
松尾さんによるギター演奏。哀
いざ、真剣勝負！
愁を帯びたギターの音色に聞きほ
れました。そしてブンちゃんのサボ
テンの花。みんなで歌う間にプロの
「翼をください」 みんなも合唱
演奏も堪能しました。
最後に尾花さんリクエストの「青い山脈」を大声で歌ってフ
ィニッシュ。思いっきり歌って気分爽快！ゲストの皆様、あり
がとうございました。
◆お誕生日会
Ｉさんがお誕生日でした。うちの会として３回目のお祝いです。照れるＩさんを無理や
り前に連れてきて、ジャズピアノの伴奏でハッピーバースデイ♪ いつものように美味し
いケーキとお茶でしばしおしゃべりタイムを楽しみました。
◆後半：天気が良いので、隣の公園で楽しみました
マイルドハートの隣にある公園に出掛けました。春の公園には陽気に誘われて家族連れ
も多く来ていました。
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最近、うちの会で流行っているのが「巻き取りゲーム」。
手元の棒にヒモを早く巻き取った方が勝ちという単純なゲ
ームですが結構盛り上がります。巻き取り棒やヒモに色がつ
いたり、滑り止めの工夫をしたりと道具も毎回進化していま
す。みなさん凝り性です。ひとしきり楽しんだ後、女性た
ちは四つ葉のクローバー探しをしたり、お花のアクセサリ
ーづくり。かわいいでしょ！
◇後半：家族交流会
～家族組の情報交換であったお話から～

お花のアクセサリー

＜本人の様子＞
○昨年末以来の参加となる。本人は寒いのが嫌らしい。トイレが難しくなってきた。以前は信号を
発しているのがわからなかった。

○右手が利かなくなり箸は持てるが使えない。頻繁にスケジュール確認をしている。
○便の後始末ができない。夜中トイレに 10 分おきくらいにいき、戻ってきても布団がかけられない。
○昨年の暮れに急に悪化して入院。現在は退院して在宅。小規模多機能のショートステイを利用し
ているが、そこでベッドから落下して骨折してしまった。全介助状態。頻尿、体の傾きがある。
向精神薬、ヨッカンサンはやめた。特養入所を考えている。
○特養に入所して１年位。ミキサー食から刻み食になった。食感がわかってよいと思う。けいれん
がある。ヨッカンサン、便秘薬、入眠剤使用。１日おきに面会に行っている。
○特養に入所して半年位。大きな変化はない。週１回は３キロ位の距離を一緒に散歩している。パ
ーキンソンの薬、便秘薬を使用。
○左頭頂葉の萎縮なので、字が書けない、時間がわからない。医師からはパズルなど楽しめるもの
をと言われ、自分で改良した平面パズルを使っている。お風呂のふたが閉められるようになるな
ど、最近調子がよい。
＜サービス利用など＞
○ちいたび会のメンバーに教えてもらい、障害者の支援サービスである移動支援を受けられるよう
になった。皆さんも検討するとよい。
＜治療薬、サプリメントなど＞
○便秘気味であるがカカオが効いている。ココナツオイルも続けている。アリセプトは合わないの
で、メマリーを服用。

○ココナツオイル、MCR、蜂蜜、レモンを混ぜたものを飲んでいて便秘に効果があるようだ。
○ココナツオイルは液体でなく錠剤のものもあり扱いやすい。
＜見学者へのアドバイス＞
今回、奥様、ご親族と一緒に見学、相談にいらした H さんご家族からお話を伺い、みんなでアド
バイスをしました。

「夜中に着替える、夜寝ない、何でもいつまでも食べる（入浴剤を食べてしまったことも）
、お風呂
で排便する、子ども（高校生、中学生）がいるが興味を示さない、子どもたちのためには離した方
がよいか、車で南相馬まで行ってしまった、先日大火傷をしたが傷跡をたたく、など困っている。
」
（日常生活でのアドバイス）
⇒ 火のことは危ないので、IH コンロに変えたほうがよい。
⇒ 病気だからと思っても受け入れるまで時間がかかる。多くの助けを借りるべき。
⇒ 本人の恐怖は大きいはずなので寄り添うように。
⇒ 介護申請などはしたのか？

→ 介護認定、精神障害者手帳、障害年金は申請した。

（適切な服薬について）
⇒ 認知症は脳が破壊される病気。現在の薬はアルツハイマー用で、軽度の人で５％に奏功と言
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われている。無理に飲ませる必要はない。便秘はせん妄状態を引き起こすこともあるので、薬
を適宜使った方がよい。
（在宅生活の限界について）
⇒ 少し先を見据えて在宅介護の限界点も考えた方がよい。
⇒ 服薬コントロールのための入院はどうか。お子さんたちへの影響を考えると施設に入り、そ
こから外泊の形で家に帰ることもできる。地域の人や交番などへも事情を話しておき、サポー
ターを増やすようにするとよい。家族関係を壊さないようにすることが大切。
⇒ 在宅の限界は以下の３つと考えている。
①一晩を越える行方不明
②失禁（特に便失禁）
③火の不始末
誰が限界と決めるか、それは一緒に暮らして介護している人である。周りの人は決めやすく
してあげることが大切。
「あなたの決めたことにはフォローします」
⇒ 特養の良いところは、費用が安い、医療に強い（きめ細かい）点である。４人部屋か個室か、
事故時の対応（早く気付いてもらえる）を考えると４人部屋がベターとも言える。

■ちいたびサロン
◇第３８回サロン（５月７日、ちいたび会事務所、３名参加）
田植えでお世話になる相場さんへのお土産を買いに、高円寺に最
近できたバームクーヘンのお店へ出かけました。その足で初めて入
る京料理のお店でランチしました。魚料理定食でとても美味しかっ
たです！ 午後からはいつものように「街中クリーン作戦」に出か
けました。継続は力なり。
◇第３９回サロン（５月２１日、ちいたび会事務所、５名参加）
サロンリーダーの石井さんより、障がい者団体の「手作りサミット」に誘われたので参
加しないかとの提案がありみんな賛成。ちいたび会のＰＲを兼ねてがんばります！
この日の新作はビーズの帽子留め。風の強い日、特に自転車に乗っているとき、帽子が
飛ばされないよう服にとめるもので便利なのです。早速２つ売れました。
お弁当を食べながらみんなでおしゃべり。もちろん街中もきれいにしてきました。

■はみ出し企画第一弾：わくわく田植え体験ツアー
（５月８日、佐野市 相場さんの田んぼ、本人５名含む１９名参加）

回を重ねて３回目となった田植え体験ツアーです。
今回初参加のＭさんご夫妻、Ｓさんご夫妻、サポータ
ーの森谷さん、有賀さんを乗せ、いつもの「チーター観
光」のマイクロバスが行きます。
途中、岩槻でＭさんご夫妻を乗せ
て含め総勢１９名。
長いゴールデンウィーク後の
日曜日ということで道は極めて
順調。経験豊かな名ガイドさん
が、ゆるキャラグランプリ王者に
今年はエシャレットもあるぞ～
輝いた佐野市の「さのまる」の紹
介などしているうちに、バスはあっという間に東北道を走り
抜けて目的地に到着。まずは腹ごしらえにお蕎麦屋さん。手打
ち蕎麦、うどんが絶品です。
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昨年の田植えでは、ノビルとゼンマイを採って盛り上がりましたが、今回は「エ
シャレット取り放題」のオプション付き。結構しっかり根が張っていて簡単には抜
けません。スコップ使ってザックザク。（ご配慮ありがとうございます。
）
ちなみに超大量に収穫したエシャレット。石井さんがきれ
いに土を落とし、皮むきして甘酢漬けに。瓶詰に仕上げ、み
んなに配ってくれました。（美味しかったです！）
本題の田植え。手植え組と機械植
え組に分かれてみんなで奮闘。手植
え組は土の感触を楽しみ、機械植え
組も初体験者（理事長、白岩さん）
含めてがんばりました。用意してく
れた田んぼの半分、どうにか全部植
相場さんお世話になります。
えることができました。
相場奥様の手作り漬物などをいただいて、休憩後に帰路
につきました。早くも秋の稲刈りが楽しみです！
■その他
◇第三期通常総会（５月２２日、中野区鷺宮区民活動センター洋室２号、１１名参加）
午後２時に開会して会場借りた時間ぎりぎりの５時までのフルタイム。毎年のことなが
ら活発な意見交換がなされた総会でした。
決算、事業報告、予算、事業計画、また事務所の移転につ
いて承認されました。旅行については本人の状況を踏まえて
内容を工夫していこうということになりました。
今年度、新たに二つの事業（①電話相談、②ちいたび会と
しての認知症サポーター養成講座の開催）を新たに事業計画
に加えました。今後もよろしくお願いします。
◇東洋大学学生との顔合わせ （５月２８日、学生４名、理事５名参加）
東洋大学社会福祉学科加山ゼミのフィールドワークの場として学生に参加してもらって
４年目になります。今年は男子３名、女子２名が来てくれることになりました。
今年は新たな試みとして、学生さんたちに１２月交流会のクリスマス会企画と会紹介の
パネル作成を任せようと思っています。今年も若いパワーに乞うご期待！

＜＜ 今 後 の 予 定 ＞＞
■はみ出し企画のご案内♪

※参加者募集中！

◇石川酒造(福生市)見学 7 月 30 日(土)
銘酒「多満自慢（たまじまん）」。酒蔵見学と食事会です！
◇夏だみんなでバーベキュー！ 8 月 27 日(土)
青梅線に乗って行きますよ。みんな飲めます！「軍畑」駅下車
◇稲刈りツアー ９月 11 日(日)
佐野市、相場さんの田んぼ。広くて青い空と笑顔が待ってます！

■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）
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＜ 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６月１１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

○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

事務局の窓 「ちーたー時速 100ｋｍ！！」 Vol.34
田んぼの中に足を踏み入れた人は、普段味わうことのできない土の感触に歓声を上げ、
初めての田植え機に戸惑いながらどうにか操作して楽しむ人もありました。晴天と新緑の
もと、小さな緑色のカエルが跳ねる中での田植え。エシャレットの匂いに満ちた帰り道の
バス車内。みんな自分なりに楽しめたのではないかと思います。笑顔になれる時間を大切
にして、また企画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
月例交流会は中野区『政策助成』
、ちいたびサロンは『ゆめ応援ファンド』による助成を受けて実施しています。
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