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―― 今 月 号 の 内 容 ――
経過報告
・７月交流会の様子
勉強会「若年性認知症の人の"生きる"を支援する」
（講師：和田行男氏）
カラオケスナック「花むしろ」 in 中野昭和新道商店街（本人組）
・ちいたびサロン（第 42 回、第 43 回）他
次回交流会（８月）のご案内
2016 年 8 月 13 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
前半：勉強会「防災を考える～いざという時」（協力：防災士 関口俊夫氏）
エコノミー症候群予防体操、手作りイオン飲料づくりなど、体験型学習満載
後半：家族交流会：専門職を交えた情報交換、近況報告
本人交流会：進化するゲーム 手作りエアホッケー他（協力：長野氏）
今後の予定（はみ出し企画のご案内、理解促進講演会）
◇8 月 27 日(土) 夏だみんなでバーベキュー！ in 青梅市軍畑
◇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
8 月 6 日、20 日、9 月 3 日、17 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
8 月 6 日、9 月 3 日、10 月 1 日どうぞご利用ください。
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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
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ちいたび会

＜＜ 経 過 報 告 ＞＞
■７月交流会の様子（７月９日、マイルドハート高円寺地域交流スペース、
本人４名含む、２８名参加）
◆お誕生日会、そして今回は、本人、家族それぞれに
ちいたび会として I さんを祝うのは４回目。そして同じ
く７月生まれの E さんと一緒にハッピーバースデイ！！
照れ屋の E さん、ロウソクの火を消すとあれよあれよと
飾りのレイを体からはずして何事もなかったかのように!?
いつもは、前半は全員で楽しみ、後半は、本人と家族に
分かれて過ごしますが、今回は勉強会なので、交流会の始め
にお誕生会をやり、それからすぐに分かれました。家族組は
その場に残り、本人組はタクシー分乗で出発です。
◆勉強会「若年性認知症の人の"生きる"を支援する」 （家族組＋希望する本人）
協力：介護福祉士 和田行男氏
ちいたび会では、月２回のちいたびサロンの時
に録画した認知症関連番組をみんなで観て感想を
述べあったりしています。（昭和池田記念財団からの
助成金で購入。ありがとうございました。）

その番組の一つで和田行男氏がコメンテーター
を務めているのを発見。理事長は１０年程前に氏
の講演を聴いたことがあり、辛口であるが内容が
とてもよかったとのこと。それでは、ちいたび会に
もお呼びしたいということで話が進み、この日の運びとなりました。
和田氏は、国鉄から介護業界に転身し、「おかしい」ことと戦い、
認知症の人の生きること支援の観点からケアをされてきた方です。
現在、(株)大起エンゼルヘルプ取締役として活躍中であり、ＮＨＫ
の「プロフェッショナル仕事の流儀」で紹介されたこともあります。
７月の交流会では、勉強会と家族交流会、さらには交流会後の懇
親会にも顔を出してくれてのフル参加。お忙しいところ本当にあり
がとうございました。
＜講演会での和田氏からのメッセージ＞
思いが溢れ出る和田行男氏

「認知症になっても普通に生活できる地域」
○何で和田さんは認知症に思い入れがあるのかと聞かれることがあった。数年前に考えたが、自分
としては差別に対する戦いであり、認知症の人が人として扱われない社会に対して、自分は反旗
を翻しているのだと思っている。

○認知症になっても大丈夫な社会、認知症になっても人として生きていける社会ということは、言
うは易く行うは難しいことだと気付いている。認知症になってしまうと監視下で生きていくしか
ない。ほんの少し監視下から漏れてしまうことで行方不明となり、交通事故で亡くなってしまう。
なので、施設やグループホームといえど、結果として四六時中閉じ込めていってしまう。このよ
うな状況を打開するためには、市民グループや専門職も含めて関係する人がしっかりと考え、社
会に働きかけ、その積み重ねにより良くしていくしか道はないと考えている。
○子ども世代に危機感を抱いている。子どもたちが挨拶しない世界になっている。人が人に関心を
持たない社会、この傾向は絶対に変えなければならない。小さいうちから他人に関心を寄せあう
社会にしなければ、認知症の人、家族が普通に過ごせる地域など出来るわけがない。
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「若年性認知症の課題」
○デイサービスで生活相談員をしていた時代、59 歳ぐらいの女性のサービス申し込みがあり、そ
の娘さんにお会いした。暮らしはどうしているのかと聞いたところ「働けないんです」との返答。
そこで、お母さんが来ている間、うち（グループホーム）で働いたらと勧めた。これが鮮烈に覚
えている若年性認知症の方に対する支援との出会いだった。
○若年性認知症に対する政策は、認知症のなかでも高齢者とは少し外れて必要な部分があると感じ
ている。本人に対する施策、家族を守るための施策等々。若年性認知症は 3 万 8 千人と公表さ
れている。しかし、県によっては調査していない。そういった事の中で進まない部分は多い。
○若い人が認知症の疾患を持つことは高齢者とは異なる面での難しさが大きく出てくる。若い人の
場合には生活をどうしていくかということや性の問題が出てくる。本を出した際のサイン会で、
「夫が認知症って診断されました。子どもが中学生なんです」と泣きつかれたこともあった。
○自分のグループホームに入居した人でも、元気な人たちに働いてもらって収入を得る道はないか
なということを考えている。入居者の方にはおにぎりを作るのがうまい人がいた。そういった能
力が生かされないのは社会の損失である。
○そういった人も街に出かければ、街がにぎわう。認知症の方が保護されるだけでなく、社会の一
員として生きて生ける社会にしなければならない。世の中全体が生産性を持った考えを持たない
と社会はダメになってしまうと思う。
「認知症を笑い飛ばす」
○家族は認知症と他人になれずに苦しんでいる。自分の身内がなった認知症と認知症になった身内、
それを分けて考えることができない。冷静に一歩下がって認知症を客観視し、認知症を笑い飛ば
せるくらいになれればいい。
○認知症がその人をどのように変えるかはわからない。一人で戦うことだけはやめた方がいい。そ
して、気持ちの支えを探すようにしよう。

◆家族交流会
勉強会に引き続き家族交流会を行いました。今回は和田氏にも加わっていただきました。
～家族組の情報交換であったお話から～
＜最近の状況＞
○要介護２。脳血管性。新聞を読んだり、バスから看板を読
んだりはできる。
○約 10 年が経つ。要介護２。先月に高熱が出てから現在も
微熱が続いている。夜、トイレがわからず、机でしていた
こともある。朝に気付いた。昼はドアを開けっ放しにして
トイレをしている。
○6 月末に転院した。側頭葉の萎縮である。長谷川式も 0 点
だったが、色々点数が合わさって高くなるため、要介護
２と診断されてしまう。介護区分の変更を申請したい
家族交流会ではみんなが語り経験を共有します。

○現在は要介護５。寝たきりで口も聞けない。

○二階に寝室があるが、一時間寝ると下に降りてフラフラする。畳んである洗濯物を崩したりと、
一時間ごとに起きて繰り返す。そのために睡眠不足とストレスがたまっている状態。片側顔面痙
攣があり年三回ボトックス治療をしている。今まではすぐに治っていたが、今回は 10 日経った
のになかなか痙攣が治まらない。
⇒もう在宅の限界にきていると思う。小規模多機能居宅介護の利用などを検討すべき。
⇒介護の負担が大きい場合は夫婦を離すことも大切。体に限界がきているのではないかと思う。
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＜小規模多機能居宅介護について＞
○小規模多機能居宅介護とデイサービスの違いについて。通いサービスと宿泊サービスと訪問サー
ビスがあり、この３つの組み合わせで支援していくことが多機能と呼ばれる所以である。
○メリットは、サービスを臨機応変に使い分けることができること。登録、泊りや通いで人数が決
まっている。一度に全員が泊まれるわけではないので、そこはケアマネの調整が必要。
＜グループホームについて＞
○グループホームの良い所は人と人の接するきっかけが多いところ。1 ユニット 9 人はちょうど
良くテーブルを囲める人数。小さい規模であるので情報の共有もしやすい。デメリットはコスト
がかかるところ。
○グループホームは外食もあり出前もありで柔軟な生活が可能。グループホームが出来て、認知症
の人がスーパーで買い物をすることが増えた。
＜本人の深層部分を見究めた適切な対応＞
○包括等の職員は、話は聴くが相談には乗れない。それでは相談者の役に立たない。自分の場合は
寝ているとき以外はいつも認知症のことばかりを考えていた。もっと、勉強し、実態を知り、真
に相談に乗れるようにならなければ意味がない。
○「なんで人は家に帰るのか」考えたことがあるか？考えを突き詰めていかないといけない。受け
る側の視点に立つだけではなく、
「人」の視点で考えるべきである。認知症は脳が壊れていく疾病
であるが、考える力がある人に対してまで、色々と制限してしまっている。触りたい、言いたい
等、本人の欲求はどうなのか。本人の思いの深層部分をしっかりと捉えて対応する必要がある。
＜普通に暮らせる地域づくり＞
○20 代の国民調査で将来の一番の不安は認知症。国民的関心は高い。しかし、「人を支えていく」
ことに繋がっていない。
○周り（地域）の人は心配しているけど一歩を踏み出せないでいる。個人情報保護の壁もあるが、
自分からカミングアウトすることで周り（地域）は支えられるようになる。こちら側が環境を作
っていくことが大切だと思う。
○認知症の人を地域で守るために一般の住民が何をすれば良いのか。認知症サポーター養成講座も
知識を広めているだけで、これをしてください！ ここへ連絡してください！ という具体的メッ
セージが何もない。
○まず身近な人に興味を持つことが大切。住民が住民に関心を寄せる街にすることが大事。それに
はやはり挨拶が大切。
○傍から見ただけでは、歩いている人が認知症かどうかはわからない。わからないを前提に「おや？」
と思えることが大切。そのためにも近所の人への挨拶から始めよう！

和田氏を迎え、今回はたくさんの考えるきっかけを得ることができました。
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◆本人交流会：街中へ繰り出そう第２弾：再びのカラオケスナック （本人組）
カラオケといえばカラオケボックスを思い浮かべますが、、スナック（飲食店）を昼間に
利用する昼カラオケ（略して昼カラ）というものもあるようで、昨年、その道の帝王、尾
花さんの紹介でちいたび会の面々も初体験させてもらいました。
もちろん歌好きの多いちいたび会ですし、受け入れ側もとても好意的に対応してくれま
して大好評の初回でした。ということで今年も昭和レトロな雰囲気の中野昭和新道「花む
しろ」へと、本人３名、学生３名、サポーター４名の総勢１０名で繰り出しました。
マイルドハートを出るときには渋っていた M さんもカラオケを始めたらご機嫌で歌い
始め、ノリのよい学生たちもそれに続き、盛り上がってあっという間に時間が過ぎていき
ました。

昭和レトロな昭和新道商店街

スナック初体験の学生たち！昼ですのでノンアルです。

■ちいたびサロン
◇第４２回サロン（７月２日、ちいたび会事務所、６名参加）
「歩くアイデアマン」長野さんが新作を持って来訪。エアホッケー
用のカラフルなパックなど、みんなであーだこーだ言って、８月の本
人交流会の準備をしました。８月も楽しいこと必定です (^^♪
男性陣がお弁当の買い出しに行ってくれ、紅鮭弁当のランチ。
その後、街中クリーン隊とビーズ細工作成とに分かれて活動。クリ
ーン隊はいつもと違う方面へ行きなかなかの収穫でしたが、猛暑の
ため長くは外にいられず早めに撤収。
今回も町の人に声をかけてもらいました。

スポーツボランティア長野さん

◇第４３回サロン（７月１６日、ちいたび会事務所、６名参加）
いつものクリーン隊。今回は２チームに分かれての勝負となりましたが、手慣れている
I さんのチームが優勢でした。
学生も１つずつビーズ細工の帽子留めを作ってくれました。それぞれの色遣いで素敵な
作品ができました。

■その他
◇中野区パネル展用のパネル作成（７月２３日、ちいたび会事務所、３名参加）
中野区のパネル展に出す会の紹介パネルを今年は東洋大の学生たちに作ってもらうこと
にして、７月１６日のサロンの時に参加していた２名と相談。ぱっと目立つものがいいね
等々の意見が出て、若者の感性に期待するところとなりました。
その後、ゼミの合間に５名みんなで検討してくれ、２３日に三宅さんが代表して作成に
当たり、頑張って完成させてくれました。
完成した紹介パネルについては８月２日(火)～５日(金)、中野区役所１階ロビーの NPO
パネル展に展示されます。
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手書きのキャッチコピーと見てわかる写真の組み合わせ

完成です！三宅さんお疲れ様

◇相場ご夫妻感謝の会（７月２７日、炙谷中野店、１０名参加）
田植え稲刈りでいつもお世話になっている佐野市の相場夫妻が上京するというので感謝
の会を開きました。飛び入りで相場さんの息子さんも
参加してくれました。田植えした稲が順調に育ち、も
う花をつけたそうです。
９月１１日(日)の稲刈りを楽しみにしています。ま
たお邪魔します。

相場さん、また来てくださいね。

◇はみ出し企画第二弾！石川酒造見学（７月３０日、福生市石川酒造、１８名参加）
銘酒「多満自慢（たまじまん）」で有名な石川酒造を訪ね、酒蔵見学と食事会（イタリア
料理と地ビール）を楽しんできました。６月４日のちいたびサロン後の懇親会で話が出て、
あっという間に実現した企画です。
夫婦、家族だけで旅行に行くのは大変だけれど、みんなで行けば難しくなったトイレも
お風呂も大丈夫。みんなで行きたいところに行きましょう。
酒造見学後、近くの多摩川の河川敷まで足を伸ばしてゆっくりと過ごしました。

日本酒と梅酒の試飲。うまい！

酒造のシンボル、杉玉の下でポーズ
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多摩川の河川敷、結構な強行軍

◇拡大理事会（７月１６日、ちいたび会事務所、８名参加）
○７月交流会の振り返り
・和田氏の講演はよかった。介護している奥さんの方が倒れるのでは、というケースにどう対
応していくべきか。とても考えさせられる内容だった。
・若年性認知症本人の社会参加、能力を活かした就労の可能性という課題に和田氏は関心を持
ってくれているようだ。今後の協働は考えられないだろうか。

○８月交流会、今後の交流会の企画
・８月の交流会について協力者の関口さんと打ち合わせを行った。勉強会は防災をテーマとし
た体験型の内容とする。非常食の用意があるので実演して試食する。
・９月は、みんなで作曲モーツァルト（協力：三川さん、高山さん）、11 月：音楽会（協力：
巻島さん）
、12 月：学生企画のクリスマス会（協力：平野さん）、2 月：ちーたーマークのバ
ンダナ作り （協力：大地さん）。1 月の実施内容について企画募集中！

○１２月理解促進講演会
・12 月 4 日(日)午後、中野区医師会館 日時会場変更！
・内容については、基本的理解を得るための基調講演「若年性認知症の特性」とパネルディス
カッション「地域参加の実例と可能性」を組み合わせて実施することを想定
現在打診中の講師陣：比留間ちづ子氏（若年認知症社会参加支援センター「ジョイント」所長）、
広畑晶子氏（特別養護老人ホーム「ラスール麻生」施設長）
冒頭挨拶を中野区医師会副会長渡辺仁医師に依頼済み。田中大輔中野区長にも出席依頼済み

○その他
・きずなちゃんプロジェクト（建物屋上での空芯菜栽培に取り組む中野区内 NPO の環境活動）
への参加検討。8 月 22 日に現地視察する。
・中野区業務委託の提案制度への応募：提案内容は若年性認知症の実態調査（報告会の開催含
む）
。帝京平成大学看護学科益田教授らの協力を得て実施することを想定している。
・新事務所移転は 8 月 20 日(土)に新しい場所が使えるようになるのでその後となる。
・
「なかの里を紡ぐ会」主催ちいたび会共催フォーラム『おひとりさまもこのまちで安心して最
期まで暮らそう』
：９月３日(土)午後。午前中はちいたびサロン。午後移動。
・全国連絡協議会への加入について事務局の不手際により遅れている。
（現在申請中）

＜＜ 今 後 の 予 定 ＞＞
■はみ出し企画のご案内♪

※参加者募集中！

◇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８月 20 日）

■理解促進講演会
１２月４日(日) 中野区医師会館３階会議室にて 詳細は後日

■その他
◇都立家政阿波踊り時の作品販売会
７月３１日（日）
◇中野区 NPO パネル展に出展
８月２日（火）～５日（金）
◇若年性認知症に係る連絡会議（東京都） ８月４日（木）
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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８月１３日(土)１４時からマイルドハート高円寺にて。交流会の内容は表紙参照
○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。
12 月交流会に向けてトーンチャイム音楽隊結成！

事務局の窓 「ちーたー時速 100ｋｍ！！」 Vol.36
ちいたび会で誕生日会をやるようになって４年目となりました。まったく同じではない
ですが、同じように祝い合うことができることのうれしさを感じます。本人の状態は着実
に変化していますし、施設に入った人もいます。たとえ来れなくても誕生日会に参加した
すべての人の様子が思い浮かびます。これからも一緒にお祝いしたいと思います。（ ）

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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