会報誌

―― １１ 月 号 の 内 容 ――
みんなで秩父へ一泊二日の旅行に行ってきました。
経過報告
・リフレッシュ旅行会 2016 in 秩父
・ちいたびサロン（第 48 回、第 49 回）他
次回交流会（１１月）のご案内 毎月第２土曜日に定例開催！
日 時：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
前半：クラシック音楽を楽しむ午後♪ オーボエとピアノの演奏を楽しみます。
協力：オーボエ 小澤直子さん、ピアノ 大川優香さん
後半：家族組と本人組に分かれて活動します。
家族交流会：専門職を交えて情報交換、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

１４時開演

ちいたびサロンのご案内
11 月 5 日、19 日、12 月 3 日、17 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
11 月 5 日、12 月 3 日、１月７日 どうぞご利用ください。

（ Vol.37）
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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
1

ちいたび会

＜＜ 経 過 報 告 ＞＞
■リフレッシュ旅行会 2016（１０月８日、９日、埼玉県秩父市、本人４名含む２０名参加）
１０月の第二土曜日、日曜日はちいたび会恒例の一泊二日で行くリフレッシュ旅行会。
今年も総勢２０人。元気に行ってまいりました。
行先は秩父市吉田、小鹿野町。今回で４年目となります。行先
の地理も勝手もだいぶ分かってきましたが、慢心は事故のもと。
気を引き締めて本人の状況に合わせて工夫をしながら準備を進
め、楽しく過ごして無事に帰ってくることができました。
一晩一緒に過ごすとほんとうに気持ちの距離が近づくように
感じます。学生たちもがんばってくれました。参加者全員、たく
さんのことをお互いに感じたと思います。ちいたび会はみな仲間。
これからもよろしくお願いします！
◆１日目：ピザづくり体験、体育館で思いっきり運動会！ そして温泉、宴会。
いつものように「ちーたー観光」のマイクロバスが走ります。7 時 30 分に中野区役所裏
集合。途中、理事長宅でまつり見学用のゴザ、椅子、鍋、カセットコンロ、鉄板等々を積
み込み、白鷺で残りのメンバーを乗せて満杯状態で出発です。
ドライバーは高橋事務局長。関越道を順調に走ります。花園インター付近で２台目の車
をレンタル。ここからは小回りが利くように２台に分乗しての移動です。ドライバーは尾
花さん。学生３名が２号車に移動して１号車に少し余裕ができました。
程なく秩父市吉田、
「龍勢会館」に到着。龍勢まつりの歴史や龍勢（手作りロケット）の
展示などがある道の駅です。今回初参加の７名は珍しげに見学。
美味しそうなものが多く、産直野菜、おまんじゅうなどついつい
余計に買ってしまいます。その後、明日の龍勢まつりの会場とな
る椋（むく）神社周辺を通り抜け、第一の目的地「吉田元気村」
に到着です。
「吉田元気村」は合角ダムのそばにある日帰り温泉などもある
レジャー施設。到着後さっそくにピザづくり。
本人とサポーターでミックスピザとマルゲ
リータピザを作りました。生地を延ばしてソ
ースを塗って具を乗せます。それぞれの個性が発揮されてハート型あ
り四角あり、具の乗せ方も千差万別です。本格ピザ焼き窯であっと言
う間に焼き上がり、みんなでランチタイム！ 手作りピザ絶品でし
た!!途中、龍勢会館で仕入れた大きな椎茸、青い卵!?を使ったホット
ケーキ、巻島さんのゆで卵等々も供され、大満足のお腹いっぱい。
（阿
部さん、まめにありがとうございました！）
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続いて体育館へ移動。ユニークな砂地の体育館です。
グラウンドゴルフ初挑戦のＹさん、上手です。大きいサ
ッカーボール蹴り、フリスビーなど、思いっきり体を動
かしました。
明日は筋肉痛！と覚悟しながら本日の終着地「国民宿
舎両神荘」へと移動。ひと休みした後、三々五々温泉へ。
日頃の疲れを癒します。
程よくおなかもすいたところで、宴会場に集まりまし
た。初参加の三川さんご主人の音頭で乾杯！ お料理、
お酒も進み、カラオケが始まります。Ｔさんの「翼をく
ださい」、Ｉさんの「タイガーとドラゴン」、Ｅさんと巻
島さんのデュエット「銀座の恋の物語」、、、学生たちも頑
張りました。みんな歌が好き、歌が上手です。
のりのり状態のまま二次会に突入して飲み直し。皆さ
ん話は尽きません。そして夜が更けていきました。

◆２日目： 龍勢まつり見学
まつり会場付近の道は早朝から通行止めとなるため、桟敷席へのゴザや椅子などのセッ
ティング要員として４名（尾花、三宅、袴、佐藤）が先発隊として出発。
（あいにくの空模
様で、出発時は小雨のぱらつく程度でしたがだんだん本降
りになってしまいました。大変な思いをしたことと思いま
す。先発隊の４名ご苦労様でした。）
他のみんなはバイキングの朝食を食べてから出発。今年
は昨年までの教訓を活かし、会場付近までマイクロバスで
直行したので移動は楽でした。
到着直後は桟敷席はびしょ濡れ。先発隊がブルーシート
で守っていてくれた椅子などを取り出して観戦体制に。
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龍勢はこの地域に２７ある流派と呼ばれるグループが打ち上げる、
古来から伝わる手作りロケット。やぐらから煙をモクモクとあげて発
射される姿は本物のロケットそのもので、地上約５００メートルの高
さまで到達するという本格派です。しかも、上空で落下傘が飛び出し
たり、いろいろな仕掛けを見せてくれます。そんな龍勢が１５分ごと
に打ち上げられます。今年は天候のせいか、うまく打ち上がらない龍
勢がなんとなく多い気がしましたが、見ている方は気楽ですから「あ
ーらら、ツツッパネだ（上がらずに爆発）」てなもんです。もちろん
見事に上がった龍勢もあり、初めての７名は大感動。
天気は回復傾向。おでん
を温め、ソーセージやら椎
茸やらも焼き、時々昼寝も
したりして、まったり龍勢
見物を楽しみました。（隣席の地元の方のアドバ
イスで、地元名産しゃくし菜漬けを油で炒めたら、
これがおいしかった！）
少し早めに撤収し、帰路につきました。帰り道
も順調で、無事に一大イベントの一泊旅行が終了
しました。参加の皆様、お疲れ様でした。

■ちいたびサロン
◇第４８回サロン（１０月１日、ちいたび会事務所、４名参加）
参加者みんなで事務所の引越し、片付けの続きをしました。なかなか片付きません・・・。
◇第４９回サロン（１０月１５日、ちいたび会事務所、６名参加）
今年参加の東洋大生のうち３人が、卒論のテーマに「若年性認知症」を取り上げること
になりました。その材料集めということで、この日は理事長が学生たちから取材を受けま
した。若い人たちに理解が広がるのはとてもうれしいこと。がんばってください。
★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
◇鷺宮地区地域ケア会議への参加（１０月４日、理事長参加）
地域ケア会議は地域包括ケアのまちづくりを進めていくために、専門職だけなく町会や
民生委員などいろいろな関係者が参加し、事例検討などを通して地域の課題を考える会議
です。中野区では区内４つの「すこやか福祉センター」ごとに年４回開催されていて、理
事長も委員として参加しています。２期目に入りました。
◇民生児童委員会長協議会でのＰＲ（１０月１３日、理事長参加）
１２月の理解促進講演会の開催を多くの方に知っていただくために、中野区民生児童委
員会長協議会の冒頭に参加させていただき、ＰＲしてきました。
◇認知症サポーター養成講座ステップアップ講座（１０月２５日、理事長参加）
中野区の主催による介護者支援の立場からの地域支援について学ぶ講座（講師：NPO「ア
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ラジン」牧野史子理事長）が開講されました。講師の話に続き、区内の認知症に関わるカ
フェや家族会などが活動を発表する時間があり、ちいたび会の活動紹介、また、12 月の講
演会の PR をしてきました。

◇拡大理事会（１０月１５日、ちいたび会事務所、７名参加）
○リフレッシュ旅行会の振り返り
・時間の経過とともに本人の症状が進行していることを改めて感じた。
・今回、外出支援のためのヘルパーの同行があったが、専門職の動きを見ていて、ある程度進
行したら専門的な経験、ノウハウが必要だと思った。特に入浴の時の介助は見ていて勉強に
なった。ボランティアのハートだけではだめで、あわせて技術も必要だと思う。
・ヘルパーの同行について、どこまでが契約の範囲なのかを、他の人も知っておく必要がある
と思う。すべてをお願いできるわけではないのだと思うし、２４時間というわけでもないと
思うのだけれども、他人にはわからない。
・体をたくさん動かせてよかったと思う。本人の状態に個人差があるので一律には難しいが、
本人も家族も若いので、もっと体を動かす機会を持つようにしてはどうかと思う。
・砂地の体育館は珍しかった。貸し切りなので気兼ねなく使えた。
・ピザ作りは本人もとても楽しんでいてよかった。
・桟敷席に持ち込んだ椅子、おにぎり、酒類が余っていた。必要量を精査する必要がある。
・マイクロバスがまつり会場の近くまで送迎してくれたのは楽だった。
・撤収の際に荷物の片付け先（どの車に乗せるのか）の指示が不徹底だった。
・回を重ねて現地の様子もわかり要領を得てきた。一方でトイレ環境が良くない現地の状況が
ある。来年度の旅行先をどうするか、参加メンバーの状況を踏まえ検討する必要がある。
・学生たちからは、阿部さんや尾花さんのプロの動きがとても勉強になった、家族の大変さが
よくわかった、等の感想が聞かれました。

＜＜ 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

■理解促進講演会

お気軽に。
（次回 11 月 19 日）

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
＜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。
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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

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
htt p:/ /www.uta zuf ukus h ika i.or. jp /ko en ji/

＜ 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 11 月 5 日、19 日、12 月 3 日、17 日、1 月 7 日
（毎月の第一、第三土曜日 11 時～15 時に開催）
新事務所 （だいぶ片付きました）

事務局の窓 「ちーたー時速 100ｋｍ！！」 Vol.39
気分をリフレッシュできる旅行のお手伝い。トイレやお風呂の問題など家族だけでは難
しくなっていく旅行に行くことのできる機会づくりをちいたび会では重視しています。昨
年張り切ってボールを蹴っていた M さんが今年は参加出来なくなったこと、参加はしたけ
ど明日のまつり見学は無理とのことで I さんが明朝先に帰ること、など辛い現実もありま
す。でもだからこそ、出来るだけ楽しい時間を共有したいと思います。（ ）

特定非営利活動法人

編集・発行
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３－２－１１ 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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