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―― ９ 月 号 の 内 容 ――
経過報告
・８月交流会の様子
勉強会「防災を考える～いざという時」
（防災士 関口俊夫氏）他
・ちいたびサロン（第 44 回、第 45 回）他
次回交流会（９月）のご案内
毎月第２土曜日開催！
2016 年９月 10 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：お楽しみイベント「みんなで作曲モーツァルト」（協力：三川さん、高山さん）
ちょっと高尚に音楽ゲームをみんなで楽しみましょう！
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：みんなでワイワイ楽しもう！ 毎回進化するゲーム他
今後の予定（はみ出し企画のご案内、理解促進講演会）
◇9 月 11 日(日) 稲刈りツアー（佐野市、相場さんの田んぼ）
◇10 月 8 日(土)９日(日) リフレッシュ旅行会（秩父市吉田で一泊二日、龍勢まつり他）
◇12 月 4 日(日) 理解促進講演会 会場：中野区医師会館
ちいたびサロンのご案内
9 月 3 日、17 日、10 月 1 日、15 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
9 月 3 日、10 月 1 日、11 月 5 日 どうぞご利用ください。
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ちいたび会

＜＜ 経 過 報 告 ＞＞
■８月交流会の様子（８月１３日、マイルドハート高円寺地域交流スペース、
本人７名、見学者４名含む、３４名参加）
協力：防災士 関口俊夫氏

◆勉強会「防災を考える～いざという時」

東京にもいつ大地震が来るかわからない中、不安は尽きませんが、出来ることは自分でやら
なきゃ！ということで対策を考えようという企画です。
講師の関口俊夫氏は、当会の設立当初からの会員で、防災士、
栄養士その他たくさんの資格を持つスーパーマン。今回は「減災」
という視点で講演をしてくださいました。
被災地での高校生の様子を映したビデオの上映、エコノミー症
候群予防体操、手作りイオン飲料体験、非常食づくり・試食など、
体験型学習満載の内容でした。
シェイクアウト体験では、１．
手作りほのぼの灯り
Drop（姿勢を低く）
、２．Cover（頭
と体を守って）
、３．Hold on（動かない）という基本動作の大切
さを改めて学びました。地震が来たら机の下に潜る、という行動
については、皆さんしっかり身についているようでした。
非常食は、ダンボール箱の袋の中にアルファ米が入っていて、
シェイクアウト体験
味付け具材を添え、熱湯を注いで１５分でチキンライスが出来上
がりというもの。ポットのお湯が足らず、急遽水で代用したとい
うハプニングもありましたが、蒸らしてかき混ぜて出来上がり。
みんなで試食。充分食べられるお味でした。大量に出来たので
お替り自由。一番おいしそうに食べていたのはＩさんかな。
昨年はＡＥＤ体験をしましたが、いざというときの備えのた
め、今後も定期的に取り組んでいきたいと思います。今回は関口
自然に机の下へ！
さんありがとうございました。
◆お誕生日会＆後半
８月は I さん、K さんのお二人がお誕生日。今回は、防災学習
で非常食があるので、ケーキはお誕生日の人だけ。他の人はチキ
ンライスでハッピーバースデイです！
後半は、本人組と家族組に分かれての活動です。本人組は、ス
ポーツボランティアの長野さんと一緒に、新しく登場した本格ネッ
トを使った大きな風船バレーボール、バルーンのクッションを利用
してさらに進化した手作りエアホッケーなどで盛り上がりました。
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◆家族交流会（家族組）
家族組は、医療、介護の専門職も交え、みんなで近況報告、情報交換を行いました。
～家族交流会であったお話から～
＜最近の状況＞
○今月に入って症状が進んだ気がする。本人は自分が出来なくなることが不安で落ち込んでいる様
子。夫の私にべったりという感じである。一緒にいろいろやって自信をつけさせたい。
○トイレでパンツが下せなくて失禁してしまうことがある。夜中に何度も起きる。
○入浴後に脱いだ服をまた着ようとしたり、デイから帰ってきたのにまた行こうとしたりして辛い。
○「忘れちゃうんだよね。明日は何？」と繰り返す。
○状態に波がある。最近性格が暗くなったように感じる。
○特養に入所している。残った機能を維持できるように毎日面会に行っている。大きな変化はない。
○私の言うことが理解できない。
「バカヤロー」と言われてショックを受けた。
○先月にもお話したが、鏡に映った自分に話かけている。最近は１時間も鏡の中の友人としゃべっ
ている。本人は楽しそうに見える。体力維持のため、散歩は確保したい。
○便秘なので一度にたくさん便が出てトイレがあふれたことがある。分けて流すことが出来ない。
○足が悪いので、月に数回程度、トイレが間に合わない。
＜徘徊＞
○病院から帰って私がウトウトしたすきにいなくなってしまった。友人も捜してくれたが見つから
ず交番へ。本署で保護されていた。引き取りに行くと、警察では上着とベルトを外されていた。
（自傷等の危険防止のため？）本人は不安で怖かったのだと思う。警察にもっと理解がほしい。
○うちでも、私がうとうとした隙に出て行ってしまうことがあった。
＜日々の健康管理＞
○先月末に３９度の発熱があり、大きな病院へ行ったところ３時間半も待たされ悪化した。近所に、
訪問診療してくれる、かかりつけ医を決めておくべきだと思った。
○今月初旬に障がい者用の区民検診に申し込んでいたが、発熱のため行かれず。苦労して取った尿
と便だけを検査してもらおうと思い持っていったが、受け付けてくれなかった。
＜薬の使用、サプリメント＞
○医師と相談しアリセプトを１週間休止したら気が荒くなり、結局５ミリを服用することにして、
落ち着きを取り戻した。
○ニンニクを低温熟成した「こはくニンニク」がタウタンパクに効果があるらしい。
＜介護サービスの利用＞
○ショートステイを利用したいと考えているが、認知症専門のところがよいか。
⇒

認知症専門のショートステイはない。

⇒

デイサービスと同じところを利用しているが、デイで嫌な思いをして、行かなくなってしまっ
た。今は別のお泊りデイを利用している。

⇒

認知症を理解しているスタッフがいるかどうかが肝心だと思う。面談して聞いてみたらよい。

○近くに「若年性認知症も受け入れる」と謳ったところが出来た。半日デイと同じ系列のところ。
ケアマネがショートステイを勧める。
⇒

ショートステイ利用は家族のため。家族が休めて接し方が良くなる。施設には本人のことより
家族が困っていることを伝える。情報は伝える。

⇒

受け入れる施設側も対応が慣れてくるので、単発より繰り返しの利用が望ましい。

○ショートステイに行き環境が変わると混乱する。寝室が個室のところ、ついたてのみのところ、
いろいろあるので見学に行くとよい。
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○お泊りデイを使い始めたが、ショートより使い勝手がよい。
○施設を利用するとき、家族の状況を伝えると施設が受け入れやすくなる。在宅の限界もある。家
族が落ち着き、長く介護するためにも、施設を利用すべき。
＜社会福祉サービスの利用＞
○今月末で正式に退職となる。失業保険、扶養、障害年金、等の手続きに戸惑っている。
⇒

福祉に詳しい社会保険労務士に頼んだ方がよい。

＜その他＞
○認知症の思い出せなくなる原因について、タウタンパク自体ではなく結びつきの問題で、記憶が
失われるのではなく取り出せなくなるだけ、という最近の報告がある。
○本人のできることをさせる、笑わせることが進行の抑制に効果がある。

■ちいたびサロン
◇第４４回サロン（８月６日、ちいたび会事務所、３名参加）
Ｓさんから相談があるとの連絡。ご夫婦で来てもらい食事をしながら色々話しました。
◇第４５回サロン（８月２０日、ちいたび会事務所、７名参加）
東洋大生の三宅さんが長野さんからバルーンアートの基本を
教わり、剣とウサギ（ネズミ？）を上手に作りました。
午後は参加者も増え、いつもの街中クリーン作戦実施。長野さ
んのリードで西側エリアを歩きました。一見きれいな道も見逃さ
ず、獲物をゲット。さすが I さんはベテランの域ですね。
事務所に残った女性陣、今回はふきん縫い。皆さん器用です。
我らが街中クリーン隊！

■その他
◇中野区ＮＰＯパネル展（８月２日～５日、中野区役所１階ロビー、理事長参加）
先月、東洋大生の５人にアイデアを出してもらい、三宅さんが完成させてくれ
たパネルを中野区のパネル展で展示しました。パネル展では参加団体に相談コ
ーナーでの相談タイムが割り当てられていて何人かの人から質問を受けお話す
ることもできました。
◇はみ出し企画第三弾！

夏だみんなでバーベキュー！ in 軍畑
（８月２７日、青梅市軍畑、本人５名含む１９名参加）
青梅線軍畑駅から徒歩 10 分くらいのところにあるバーベキュー場「煉瓦堂朱とんぼ」に
今年もお世話になりました。ちいたび会のイベントにしては珍しく雨模様。なのですが、
屋根付きなので大丈夫。
お肉にウインナーに焼きそば。そして持ち込みのサバやホッケの干物に焼き鳥（皮）こ
れが美味しい！たくさん食べて、たくさん飲み、大いに楽しみました。
ちょうど、この日が誕生日のＫさん。皆で還暦を祝いました。おめでとうございます！
みなさん帰り道はお疲れの様子で、電車組は車内でひと眠り。今度は稲刈りですよー。

作って飲んで食べて大満足！
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◇拡大理事会（８月２０日、ちいたび会事務所、８名参加）
○８月交流会の振り返り
・今回のテーマ、防災についてはとてもよい企画なので、毎年やるとよい。
・勉強会の場合、30 分講義、１５分質疑応答というくらいの配分がよいのではないか。

○９月交流会の企画等
・次回のお楽しみイベントは、みんなで作曲モーツァルト（協力：三川さん、高山さん）
・大きいサイコロがほしい⇒手作り感がよい。石井さんに作成を依頼。
・三川さんにチェロを弾いてもらえないだろうか⇒理事長から依頼。ＯＫ
・バーベキューの準備、買い出しの役割分担を決定

○その他
・全国連絡協議会への加入：役員会での承認が必要ということで 11 月頃になる見込み
・東京都主催若年認知症に係る都内連絡会議：８月４日（木）理事長、事務局長が出席した。
・新事務所移転について：９月１７日（土）に引っ越し作業予定
・
「なかの里を紡ぐ会」主催フォーラム「おひとりさまもこのまちで安心して最期まで暮らそう」
開催：９月３日（土） ※ちいたび会共催
・１０月のリフレッシュ旅行会：１日目はピザ作り、体育館でのゲーム、予約する。
２日目は龍勢まつりを見物（本人の状態に配慮した行動案を検討する。）
・雇用契約を結ぶ形での社会参加の可能性について：モデルで取り組んでみないかとの提案が
あった。候補者家族とも話し合いをして進めることとした。
・都立家政阿波踊り時の作品販売会：７月３１日（日）に実施した。

＜＜ 今 後 の 予 定 ＞＞
■はみ出し企画のご案内♪

※参加者募集中！

◇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９月 17 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
若年性認知症本人・家族の地域参加、社会参加をテーマに開催します。
前半、本間昭先生に若年性認知症の基本的な理解、特性、課題等に関する基調講演を
いただき、後半は、作業所的な参加の場を実践してきた比留間ちづ子氏、地域との交
流活動を広げている広畑晶子氏など、積極的に取り組んでこられた方々にご参加いた
だき、実践例を紹介してもらいながら、ディスカッションできればと考えています。

＜ 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。
作ったビーズ細工 「サンフルール」の店先で
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＜ 月例交流会のご案内 ＞

※毎月第二土曜日に開催

「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。
次回は９月１０日(土)１４時からマイルドハート高円寺にて。

９月交流会のお楽しみイベントは、「みんなで作曲モーツァルト」
次回の交流会はクラシック音楽で楽しみます。モーツァルトの「音楽のサイコロ遊び」
K516f という作品はご存知ですか。
この作品、16 小節の曲が作れるようになっており、小節ごとにバリエーションがありま
す。サイコロを振ってその出た数字により小節を組み合せてその場で曲が完成。即興演奏
でその曲を楽しみます。18 世紀後半にヨーロッパ中で作られて流行した音楽遊びの一種。
ちょっと高尚に音楽ゲームをみんなで楽しみましょう！ 協力：三川さん、高山さん
・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。
○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/

事務局の窓 「ちーたー時速 100ｋｍ！！」 Vol.37
若年性認知症の患者数については、厚生労働省の調査（平成 21 年）で推定 3 万 8,000 人
という数が出ており、中野区の人口に当てはめると約 100 人となりますが、もっと多いの
ではないかとも言われ、正確な数、また患者の様子、家族のニーズなどは把握できていま
せん。対策を立てるにはまずは実態把握からということで、ちいたび会では中野区の提案
制度に応募し、実態調査の実施について提案しました。採択されるかどうかはわかりませ
んが、行政とも協働して、具体的な取り組みを積極的に進め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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