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―― １０ 月 号 の 内 容 ――
経過報告
・９月交流会の様子
みんなで作曲モーツァルト（協力：三川夫妻、高山さん）
・はみ出し企画第４弾 稲刈りツアー（佐野市、相場さんの田んぼ）
・ちいたびサロン（第 46 回、第 47 回）他
リフレッシュ旅行会（１０月） ※次回の交流会は 11 月です！
2016 年 10 月 8 日、9 日（土・日） 秩父市吉田で一泊二日、龍勢まつり他
次回交流会（１１月）のご案内 2016 年 11 月 12 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
毎月第２土曜日に定例開催！
前半：お楽しみイベント「クラシック音楽を楽しむ午後♪」（オーボエとピアノ演奏）
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：好評！着座 de 風船バレー、カニ缶輪投げ練習他
今後の予定（はみ出し企画のご案内、理解促進講演会）
◇はみ出し企画第５弾 福島の現在を知る（11 月 26 日(土)浪江町、大倉さんの故郷）
◇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
10 月 1 日、15 日、11 月 5 日、19 日、
（各土曜 11 時～15 時） 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
10 月 1 日、11 月 5 日、12 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 ＞＞
■９月交流会の様子（９月１０日、マイルドハート高円寺地域交流スペース、
本人２名、見学者１名、含む２３名参加）
◆お楽しみイベント「みんなで作曲モーツァルト」 協力：三川夫妻、高山さん
９月の交流会は、ちいたび会らしくちょっと高尚にみんなで
音楽ゲームを楽しみました！イベントの発案者は会員の三川
夫妻のご主人。夫妻は、奥様は元ピアノの先生、ご主人は趣味
でチェロを弾くという音楽カップルです。
冒頭に奥様のピアノ伴奏でご主人のチェロ演奏で「アヴェマ
リア」
（グノー／バッハ）を披露してくれました。
病気になってからは楽譜が読めずピアノが弾けなくなった
と落ち込んでいた奥様ですが、今回の企画に合わせて練習を重
ね、この日に臨まれたそうです。練習していたところまでの演奏でしたが、体にしみ込んだ音
楽性が感じられる自信に満ちた音色で素敵に曲を弾いてくれました。奥様がんばりました！！
またクリスマス会でもぜひ聞かせてください。
続いて音楽ゲームです。モーツァルトの「音楽のサイコロ
遊び」K516f という作品をご存知でしょうか。この作品、16
小節で曲が構成されており、小節ごとに 11 種類(2～12 番)の
パターンが用意されていて、2 個のサイコロを振ってその出
た数字に対応したパターンを組み合せて曲を完成させると
いうもの。その組み合わせは 11×11×11×…。
そして出来た曲を即興演奏で楽しみます。18 世紀後半に
ヨーロッパ中で作られて流行した音楽
サイコロで曲作り
遊びの一種。題して「みんなで作曲モーツァルト」
。
カードづくりなどの準備のほとんどは三川ご主人が整えてくれました。
手作りの大きな布製サイコロは石井智子さんのお手製です。
曲作りは、参加者をくまさんチームとうさぎさんチームの２組に分け、
対決（？）することにしました。二人一組でサイコロを振り、出た目の
合計数の小節を小さなホワイトボードに貼って楽譜を作っていきます。
サイコロを振れというのに上から落としたりして転がさない人が多く、
理事長から「転がせー」との指導が入ります。
そうしてみんなで作曲した曲を高山さんが初見でピアノを弾いてくれ
ます。聞くとなるほどモーツァルトっぽい曲が出来ました。あら楽しい！
（高山さんの即興演奏力すごいなあと思いました）
。
調子に乗って２曲目に挑戦。２曲目はたまたま両チーム最初と最後の
小節が同じ番号になったのですが、不思議と曲調は異なり、うさぎさん
チームは軽やかな、くまさんチームは重厚な曲が出来たのでした。音楽
は奥深い。クラッシック音楽に日頃縁のない参加者も感心しきりで楽し
んでいました。三川さんご夫妻、高山さん、ありがとうございました。
◆お誕生日会＆後半
９月は東洋大の三宅さんがお誕生日。来月は旅行で交流会があり
ませんので、10 月生まれの川村さん、山田さんも一緒にハッピーバ
ースデイ！後半は本人組と家族組に分かれての活動です。本人組は、
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前回登場の本格ネットを使った風船バレ
ーボールを進化させ、着座する形でやりま
した。誰もが思わず立ち上がってしまうの
ですがルール違反。周囲からダメでしょ！
あっゴメンナサイ！と声があがり盛り上
がります。この遊び方は結構楽しめます。
またプレイしましょう！
座ってプレイがルールです。でも思わず！

◆家族交流会（家族組）
家族組は、医療、介護の専門職を交え、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＞
○主治医に「だいぶ進んだ」と言われ本人はショックを受けたようだ。そのこともあって転院した。
○妻はできないことが増え、人に迷惑をかけるのが辛いと言う。自分でそれがわかるうちが一番辛
いのだろう。
○診察時、本人が検査（心理テスト）を嫌がった。
○「ピアノを弾くのはよいこと」と言われ、今日のために３週間練習した。ピアノ演奏は本人がや
りたいと希望した。次回はもっと長く弾けるように励ます。
○夫が亡くなった。５０代半ば。発症から８年。送れて良かったとほっとしている。以前ご主人が
亡くなった後、こうすれば、ああすればよかった、と後悔した人がいたが、自分には後悔はない。
痙攣がありいつ何があってもと覚悟はしていたが、思ったより早かった。ボランティアに行って
いる。今まで通り自分のしたいことはする。
＜サービス利用＞
○以前美容院へ行ったら迷惑がられ、今回訪問美容師を頼んだ。１万５千円かかるが対応がよかっ
た。接骨院等へも行きづらくなってきている。
○小規模多機能に移って良いことは、帰宅が１８時と遅いこと、泊りもできること。
○最近寝つきが悪い。昨日一緒に１時間半位散歩したら寝つきがよかった。小規模多機能に移り、
以前の若年専門デイの時より運動量が減ったことが原因か。ケアマネジャーの知識がなさすぎる。
⇒ケアマネを育てることが必要。施設内で歩くのは散歩ではない。ケアマネに要望した方がよい。
⇒連絡ノートにはみっちり書いている。
⇒ケアマネや施設職員と人間関係を築くことが大切。書くより言った方がよい。
⇒小規模多機能には運営推進会議があるので、そこで発言したらよい。
⇒運営推進会議で散歩を要望すれば、考えてくれるのではないか。小規模多機能では、散歩や傾
聴もサービスになるし、ボランティアの活用も出来る。
＜投薬、サプリメント＞
○薬は私が調整している。アルツハイマー病の進行を遅らせる新薬の治験の広告を見て応募しよう
かと考えている。
○某サプリメントは、犬の認知症（夜泣き等）が７割治ったとのことだ。
＜家族のかかわり方＞
○子どもたちがどう関われるのか、今後みなさんの意見もお聞きしたい。
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■ちいたびサロン
◇第４６回サロン（９月３日、ちいたび会事務所、午後中野区医師会館、１１名参加）
この日のサロンは、午前中はちいたび会事務所、午後は当会も
共催した「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」に参加するために中野
区医師会館に移動するという盛りだくさんメニュー。さらにお
昼は、１２月交流会でお世話になる平野さんと顔合わせするた
めに都立家政駅近くのフルーツパーラー「サンフルール」へ出か
けてのパスタランチ。学生たちも頑張ってくれました。
「サンフルール」にて
◇第４７回サロン（９月１７日、ちいたび会事務所、９名参加）
この日は事務所の引っ越し作業をしました。現事務所は東京都の道路拡幅にかかり立ち
退きになるため、近所の方の紹介で近隣の物件に移ることになりました。
過日お父様が亡くなった石井家から書棚やテーブルなどを譲っていただき、理事長の息
子さんがトラックで搬入。元の事務所からもピストン輸送。連休だったので、翌々日また
みんなで片付けすることにして、この日は荷物に埋もれて終了。お疲れ様でした。
（翌々日、
数人が来てくれ、テキパキと片付けてくれました。）
★今後のサロンは新事務所で行います。
電話・FAX 番号は変更ありません。
新事務所：〒165-0034 中野区大和町３－２－１１ 事務所移転日：９月２０日
※元の事務所と同じく大和町中央通りに面しています。100ｍほど高円寺寄りの同じ側。

■その他
◇はみ出し企画第４弾！

稲刈りツアー in 佐野（相場さんの田んぼ）
（９月１１日、佐野市、本人３名含む１４名参加）
東京は早朝から雨模様でしたが栃木県地方の天気予報はくもり。東北道を順調に走り抜
けると、現地は確かにくもりの天気。大丈夫。ちいたび会には晴れ女がいるのです！
時折ポツポツとくる心配な天気ではあるので、午前中に稲刈り作業を終えて、それから
食事をしようということになりました。ここ数日雨の日が続き、稲刈りできるかどうか相
場さんも心配してくれたそうです。田んぼがぬかるんでも、風が強くても作業はできませ
ん。天候に左右される稲づくり。直撃台風も多い今年です。その大変さを垣間見ます。
田んぼには、相場さんの計らいで、私たちが刈りきれるであろう分量の稲が用意してあ
りました。相場さんの配慮の深みを感じます。相場さんいつもありがとうございます！
手刈りする人、刈った稲を束ねる人、脱穀する機械まで運ぶ人、作業いろいろ。今年も
一条刈りバインダを用意してくれて挑戦。機械の勢いに体を持っていかれそうになるとこ
ろを踏ん張りながら女性たちが操作します。筋肉痛は明後日でしょうか。
作業を終えて、いつもの「そば処あいば」へ移動。大根そばが初お目見え。細切りの大
根とそばが混ざっているもので、さっぱりして美味。
美味しい紫蘇ジュース、そしてかぼちゃ、谷中ショウガに柿など、たくさんのお土産も
いただきました。途中マス釣り場に寄り、いただいたスイカを食べたり、盛り上がるほど
寄ってくる池の鯉に餌をやったりしてしばしくつろぎ、帰路につきました。

初挑戦の女性陣。勝手は分からないけど大丈夫よ！
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◇拡大理事会（９月１７日、ちいたび会新事務所、９名参加）
○９月交流会の振り返り
・モーツァルトの企画は難しいかと思っていたが予想外に楽しかった。
・三川奥様、ピアノが弾けて自信がついたのでは。クリスマス会でも弾いてもらおう。
・手作りサイコロもとてもよかった。

○１０月リフレッシュ旅行会の企画等
・吉田元気村は予約済。今年もピザ作り、体育館で楽しむ予定。
・本人の症状進行を踏まえ、宿泊行事のプログラム充実をどう進めるかが今後の課題。

○その他
・雇用契約を結ぶ形での社会参加の可能性について：
⇒候補者家族３組と理事長で会社を訪問。社長を含め話し合い、疑問点なども投げかけた。
⇒その後に話が進み１人就労することが決まった。本人は乗り気で取り組む様子とのこと。
・中野区の業務提案制度に「若年性認知症の実態把握調査」の実施について応募。9 月 7 日に
区とのヒアリングに理事長出席。手ごたえあり。

＜＜ 今 後 の 予 定 ＞＞
■はみ出し企画第５弾のご案内♪

※参加者募集中！

◇福島の現在を知る 11 月 26 日(土) 浪江町を訪れます。
東京生活を余儀なくされている大倉さんの故郷。被災地の現状をぜひ。

■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 10 月 15 日）

■理解促進講演会

１２月４日(日) １４時開演
会場：中野区医師会館３階会議室（中野区中野 2-27-17）
○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ます。
＜後半＞作業所的な参加の場を実践してきた比留間ちづ子氏（ジ
ョイント所長）
、地域との交流活動を広げている施設の広畑晶
子氏（特養ラスール麻生施設長）など、積極的に活動する方々
にご登壇いただき、実践例を交えながら、家族とともに社会と
の接点についてディスカッションできればと考えています。

＜ 定期旅行会 ＞
■リフレッシュ旅行（於 埼玉県秩父市）
10 月８日、９日(土・日)の一泊二日
ピザづくり、グラウンドゴルフ、温泉、
大宴会、龍勢祭など。
お楽しみに!!
昨年の龍勢まつりにて
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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、若年性認知症本人・家族の交流会。
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 11 月 12 日(土)14 時からマイルドハート高円寺にて ※１０月はリフレッシュ旅行会

１１月交流会のお楽しみイベントは、「クラシック音楽を楽しむ午後♪」
プロ奏者のオーボエとピアノ演奏に酔いしれる素敵な午後を。そして情報交換しましょう。
・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/

＜ ちいたびサロンのご案内 ＞
■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。
★次回 10 月 1 日、15 日、11 月 5 日、19 日、
（毎月の第一、第三土曜日 11 時～15 時に開催）
新事務所 （片付け中です）

事務局の窓 「ちーたー時速 100ｋｍ！！」 Vol.38
秋はイベント目白押し。ちいたび会も例に漏れず、リフレッシュ旅行会、講演会、中野
区長訪問、浪江町視察と盛りだくさん。事務所移転も重なりバタバタしています。行き届
かないところはご容赦ください。地域の認知症施策については昨今、認知症医療疾患セン
ターや初期集中支援チームの設置といったしくみの充実が図られてきています。その成果
に期待しています。我々もできることを着実にやっていきたいと思います。（ ）

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
編集・発行
〒165-0034 東京都中野区大和町３－２－１１ ちいたび会事務局（9 月 20 日移転）
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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