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会報誌

―― 今 月 号 の 内 容 ――
経過報告
・６月交流会の様子 「みんなで元気に Let's チアダンス！」
・ちいたびサロン（第 40 回、第 41 回）他
次回交流会（７月）のご案内
2016 年７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
勉強会「若年性認知症の人の"生きる"を支援する」
協力：和田行男氏（プロフェッショナル仕事の流儀など出演）
♪ 本人組は、まちなかへ繰り出します。
カラオケスナック「花むしろ」 in 中野昭和新道
今後の予定（はみ出し企画のご案内、理解促進講演会）
◇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）
◆12 月 4 日(日) 理解促進講演会 会場：中野区医師会館 ※日程・会場変更 要注意
ちいたびサロンのご案内
７月 2 日、16 日、８月６日、２０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
７月２日，８月６日、９月３日、どうぞご利用ください。
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ちいたび会

＜＜ 経 過 報 告 ＞＞
■６月交流会の様子（６月１１日、マイルドハート高円寺地域交流スペース、
本人６名含む、４２名参加）
◆お楽しみイベント 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
今 年 も チ ア ダ ン サ ー ク ル 「 Platinum
Sprites」
（プラチナムスプライツ）が来てくれ
ました。Platinum Sprites は社会人チーム。
年齢は２０代～４０代ということで紹介があ
りましたが、最後までどの方が４０代なのか
わかりませんでした。そのくらい活動的で魅
力的な９人のメンバーが、元気いっぱいのパ
フォーマンスを見せてくれました。
ダンスを見たあとはポンポンを振って踊っ
たりと一緒に参加できる部分もあり、みなさんとても楽しそうでした。特
に男性陣。
（ちなみにうれしくて予定時間より３時間も早く集合場所に来た
ご本人もいたとか。） ほかにも「元気もりもり体操」をしたりと盛りだく
さんの２時間でした。
このチアダンス、男性陣
だけでなく女性陣にも元
気がもらえるよねと人気
があり、満足度が高く、是
非また来てもらいたいとの声が多くあり
ました。そんなことで Platinum Sprites さ
ん来年もよろしくお願いします！
今回の交流会には、約１年間一緒に活動する東洋大の学生
たちも参加してくれました。社会福祉学科加山ゼミのフィー
ルド体験学習の場として４年目になりますが、毎年カラーの
違う学生たちがやってきます。今年もよろしくお願いします。
法政大の３人の学生たちも見学にきてくれていたので、大
学間交流もできました。
また、久しぶりに交流会に参加したＤさん、ご主人の心配
をよそに本人はみんなのことを覚えていて、楽しそうに会話をしていまし
た。次回以降も待っていますね。

東洋大生（上）、法政大生（下）

◆お誕生日会、そして後半：天気が良すぎるので室内で楽しみました
白岩さんと初参加の学生の佐藤くんが６月生まれ。ハッピーバースデイ♪
高山さんのピアノを聞きながら、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。
暑くて外で遊ぶと倒れそうなので今回は室内です。
長野さん※１仕込みのちいたび会名物『手作りエアホッケ
ー』、そして尾花さん※２仕込みの『巻き取りゲーム』の二つ
を中心に楽しみました。月に一回、大声、大笑い。これが、
ちいたび健康法！ 施設のみなさん、うるさくてすみません。
勝負あり！

2

さて、この２つのゲーム、相変わらずの人気で盛り上
がるのですが、実は、密かに長野さんは、ホッケーのパ
ックに改良を重ね、また尾花さんも新色の巻き取りゲ
ームを準備しているようです。乞うご期待。さらには
新たなアイテムの導入も検討されているようです。
遊びの達人のお二人に期待しましょう。楽しみです。
※１ 長野さん：スポーツボランティア。生活用品の二次利用
が得意。歩くアイデアマン
※２ 尾花さん：本職は理容師。障害・介護のサービスに様々
に従事。楽しむことの達人

改良中のパック（手作りホッケー）

会議机活用の手作りエアホッケー 負けへん！

次回、新たな道具出現か!?

◇後半：家族交流会
～家族組の情報交換であったお話から～
＜本人の変化、様子＞
○音楽好きで音楽を流すと静かにじっとして聴いていたが、最近は音楽を流しても室内をフラフラ
するようになった。

○一日 10～15 回くらい日にちを聞いてくる。夜中にも。日にちが分からなくなっている。
○お風呂のやり方が分からない。ドライヤーの使い方も分からなくなっている。
○真似することができなくなった。本人も自覚していて、できないと思うと落ち込むようだ。
○怒りっぽくなった。体力がなくなったのか、午後は寝ている。
○ウォッシュレットの使い方が分からなくなり使わなくなった。説明したら使っている様子もある。
○家ではお風呂に入らなくなった。朝、朝食を済ませて片付けてくれたその足ですぐ、私がひげを
剃り、体を拭いている。
○朝 5～6 時、トイレに起きて玄関の靴を揃えたり、私が置きっぱなしにしていた新聞を畳んだり、
畳んでおいた洗濯物を広げたりしている。
○本人は怒りっぽくなっている。なんでも非難されていると感じるみたいである。私としても喋る
のに言葉を選んでしまう。喋りたくなくなる。
○昨日友達と新宿でランチをしに出かけたが、電車を間違え、電車に乗るのに不安になって戻って
きた。再度出かけたが、スマホと IC カードを一緒のケースに入れていて、スマホの面でかざし
たせいで改札が反応せず立ち往生してしまった。結局切符を買って入った。今回で 3 回目。
○最近、便の失禁がある。
○大便の後、自分で処理するが右手がうまく使えず拭けていない。デイサービスでもそれがあり、
職員と悩んでいる。
○最近、鏡に向かって楽しそうに話しているのを見た。毎日散歩に出かけるとき、玄関の鏡に向か
って「一緒に行こうよ」と話しかけている。最近は、姿が映るもの全てに向かって話す。
「もうちょ
っと頑張らなきゃ」
「なんでこうなったのか…」等々。スポーツセンターの鏡にも反応する。
⇒本人は鏡を見て落ち着いているのでは？一緒になって鏡を見てみては？
⇒鏡に向かって話しかけたりする行為を｢鏡像反応｣もしくは｢鏡像現象｣という。アルツハイマー
型認知症の高齢者に特有の現象。鏡に話しかけている時に後ろから近付いて、本人が振り返れば
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鏡だと分かっていることが分かる。
○うちの場合は映っている自分に怒る。窓の中にシートを貼った。本人の視線の位置のところだけ
でも貼った方がいい。その時々の工夫が必要。
○半年前に比較すると多少落ちたが、進行は緩やかになってきた。食事は全介護。行事でお寿司が
出たがハサミを持って行って切って食べた。サンシャイン水族館に介護タクシーで連れて行って
くれた。お化粧もしてくれたようで嬉しい。
＜サービス、施設の利用＞
○デイサービスは人数が多く、席も決められていて決められたところしか行けないのが嫌だと言う。

○お泊りデイのお試しをした。利用者は女性が多かった。男性職員が 3 人いて安心できそうな様
子。近日中に契約する予定だが、本人に聞くと「お風呂が無いから嫌だ」と言ったきたが、
「お試
しだったからお風呂は無かったんだよ」と伝えて落ち着かせた。
○自分が休まらない。デイサービスに行っているときはホッとする。デイサービスの日を増やした
い。(現在、月・水・金) 行事等にも参加させたい。担当ケアマネジャーに相談する予定
○去年暮れに転院したが、担当の先生が辞めてしまい、別の医療機関に行くことにした。また 1 か
らのスタートか。
○訪問看護の人が怪我で 4 月の終わりに退社してしまった。昨日から新しい人が来ている。
○初めはショートステイがあることを知らなかった。専門職はシステムを分かった前提で話してくる。
○夜中にトイレに 2～3 回起きる。とても大変。5 月から募集開始した特別養護老人ホームに申し
込んで結果待ち。有料老人ホームはお金がかかりそうだから…。
○有料老人ホームは一番動きが速いから頭に入れておいてもいいかもしれない。特別養護老人ホー
ム入所までの 3～5 年、有料老人ホームの利用を考えるのも選択肢の一つではないかと思う。
＜本人がひとりになった時の備え、周囲の人への気づきの手段など＞
○ヘルプカードの裏に苗字と「認知症です」と書いてある。

○自分の場合は携帯の裏に住所と名前を書いたシールを貼っている。
⇒個人情報だけど悪用されないのだろうか？
＜治療薬の使用など＞
○５月に向精神薬やめた。前屈や右傾き、トイレの失敗が無くなった。

○アリセプトは減らそうか？メマリーがふらつきの原因か。
○アリセプトは少量の使用ができるようになった。劇的な変化は無くても心の支えになるならば。
＜その他＞
○家族と本人のつながりが大切であって、教科書通りの理想の介護を求める必要はない。

○昨日と今日は自分でお化粧をしていた。嬉しい。ここに来るのが楽しみになっている。
○久しぶりの交流会参加。何ヶ月も会っていなかったけど今日皆のことを覚えていた。
○朝夜はミキサー食、昼だけ刻み食。刻み食は食感が良いのかよく噛むものの、むせることが多い。
施設の職員が「刻み食でむせてしまったらミキサー食に途中からしますよ」と嫌な顔せず言って
くれた。家族が全部やることはないのだと、職員の対応に感動した。

■ちいたびサロン
◇第４０回サロン（６月４日、ちいたび会事務所、９名参加）
恒例となった街中クリーン作戦。Ｉさんも車椅子で参加、器用
にトングを扱って吸い殻拾い。午後からは中野駅まで足を伸ば
して「中野区伝統工芸展」見学へ。交流会でお世話になっている
山田さん、大地さんも出展していてご挨拶。
その後みんなで居酒屋「樽や」で食事。その席上で、新たなは
み出し企画（石川酒造見学）が決定♪
その後、珍しく有志でカラオケにも行きました。ストレス発散
して元気でいきましょう！
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◇第４１回サロン（６月１８日、ちいたび会事務所、８名参加）
ビーズ細工は新作の帽子留めが大人気。この日もビーズの帽子留めづくり。初参加の学
生３名も挑戦しうまく出来ました！
もちろん街中もきれいにしてきました。一緒に出かけた学生たち、さりげなく本人をサ
ポートしてくれて、とてもよかったと思います。

■その他
◇拡大理事会（６月１８日、ちいたび会事務所、８名参加）
○６月交流会の振り返り、今後の交流会の企画
・チアダンスは体操など新たな工夫もしてくれ、楽しく元気をも
らえた。来年もぜひお願いしたい。
・集団で一緒に活動するのが難しくなった本人への対応を考える
必要がある。もっと話を聴いてあげることも必要では。
・会場まで本人を連れて来るのが大変になってきた人への対応を
どうするか。⇒車で迎えに行くこともできる。その人にあった
手段を私たちも一緒に考えよう。
・家族交流会へは学生が順番に参加し記録を担当する。

カスタネットの絵付け（伝統工芸展にて）

○今後の交流会企画について
・７月交流会は介護専門職の和田行男氏を招いての勉強会。和田氏には後半の家族交流会にも
入ってもらう。せっかくの機会なので勉強会は中野、杉並の地域包括にも声をかける。
・７月はお誕生日会の順番を先にして、その後勉強会参加とカラオケスナック参加と分かれる。
・防災の話（関口さん）
、モーツァルト 音楽のサイコロ遊び（三川さん、高山さん）を８月、９
月で調整する。
・１１月は演奏会（巻島さんの知り合い）をお願いしたい。
・１２月交流会、平野さん（サンフルール）も候補。ケーキ盛り付けなどできないか。
・１２月交流会での発表に向けて、トーンチャイム音楽隊を結成する。練習講師を髙山さんに
お願いしてみっちり練習する。
・東京手描友禅の大地さんに２月の交流会でバンダナ第２弾、お願いしたい。

○その他
・第三期通常総会が５月２２日に無事終了。４年目となりました。
・中野区政策助成決定「交流会」
「講演会」交付決定額は申請額の６割程度
・２８年度理解促進講演会の日程、会場を変更した。１２月４日（日）於中野区医師会館
本人の社会参加をテーマとして「ジョイント」所長の比留間ちづ子氏らを招く予定
・帝京平成大看護学部の学生の実習を９月から受け入れる。交流会各回に２名参加
・都立家政阿波踊り時の作品出店は７月３１日（日）でサンフルール平野さんと調整する。

＜＜ 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７月 16 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７月９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.utazu fuku shikai.or.jp /koenji/

＜ 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、お一人でもお気軽にどうぞ。
交流会でのティータイムのひととき

事務局の窓 「ちーたー時速 100ｋｍ！！」 Vol.35
ちいたびサロンは月二回土曜日に開催。ビーズアクセサリーを作ったりしながら少人数
でゆったりと話をしています。交流会もそうですが土曜日だと外に出にくいという声もあ
りますので、平日開催ができないか検討しています。好きな時にいつでも寄ることができ
人と話せる場。笑顔になれる時間を大切にして企画していきたいと思います。（ ）

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
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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