会報誌

―― １２ 月 号 の 内 容 ――
経過報告
・１１月交流会の様子
「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む (^^♪
・ちいたびサロン（第 50 回、第 51 回）
・福島の現在を知る、中野区長訪問他
次回交流会（１２月）のご案内 2016 年 1２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
毎月第２土曜日に定例開催！
前半：お楽しみイベント「学生企画でクリスマス会！」
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：進化中のゲームいろいろ
今後の予定（理解促進講演会）
◇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
1２月３日、1７日、2017 年１月７日、21 日
（各土曜 11 時～15 時） ちいたび会事務所にて
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
1２月 3 日、1 月 7 日、２月４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 ＞＞
■１１月交流会の様子（１１月１２日、マイルドハート高円寺地域交流スペース、
本人５名、ゲスト２名、実習生２名含む３６名参加）
◆お楽しみイベント「クラシック音楽を楽しむ午後」

～オーボエとピアノの演奏を楽しむ(^^♪
（協力：オーボエ

小澤直子さん、ピアノ

大川優香さん）

９月の交流会「みんなで作曲モーツァルト」に続いての
クラシック音楽企画です。今回のゲストは小澤さんと大
川さんのお二人。理事の巻島さんのご紹介です。ローズ
ピンクの素敵なドレスで登場。曲目は、チャイコフスキ
ーの「白鳥の湖」
、
「家路」などオーボエのスタンダードナ
ンバーのほか、
「となりのトトロ」や「崖の上のポニョ」な
どのジブリ作品も組み合わせて披露してくれました。
最初、オーボエという楽器名を聞いてピンとこない人
も多かったようです。オーケストラの演奏前に音合わせをするときに最初に音を出
す楽器。クラリネットと似ているけれども音を出すリードの枚数が異なる（クラリ
ネットは１枚リード、オーボエは２枚リード）など、楽器紹介もしてくれました。
ピアノでマリオの曲（ファミコンゲームの BGM）を弾いてくれたりとお楽しみの
時間も交えながらの一時間あまり。途中からマイル
ドハート高円寺に通所している障害者の皆さんも
加わって、一緒にオーボエの哀愁を帯びたとてもき
れいな音色に聴き入りました。
最後は「グリーングリーン」
「まっかな秋」
「上を
向いて歩こう」を全員で歌ってゆったりした時間を
満喫。秋の日の午後のひとときを楽しみました。
小澤さん、大川さんありがとうございました！
マイルドハート利用者さんも一緒に鑑賞

◆お誕生日会＆後半

11 月生まれの面々

１１月生まれの人は多くて佐久間さんほか６名（岩崎さ
んは遅れての参加だったので家族組でひっそりお祝い。残
念でした！）。ゲストの大川さんはなんとジャスト１２日。
おめでとうございます！ 高山さんの指導のもと１２月の
交流会に向けて猛特訓中の東洋大生のトーンチャイム伴奏
でハッピーバースデイ♪ ５回歌いました。その後はいつも
のように高山さんのピアノ演奏の BGM でティータイム。話
が盛り上がります。

後半は本人組と家族組に分かれての活動です。本人組は、
最近好評の「着座しての風船バレーボール」を楽しみました。
身体を動かせる状況がそれぞれ異なる皆さんですが、この遊
び方であればみんなが同じように楽しめます。さて、このゲ
ームですが、着座というのがポイントです。ボールが近づく
と思わず立ち上がってしまうのですがそれはルール違反です。
他はバレーボールとほぼ同じ。パスの回数は制限なしにして
います。「ダメでしょ立ち上がっちゃ！」「ゴメンナサイ！」
とワイワイやりながら、大きなピンク色のボールをパスしな
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ボールの準備も大変です！
（帝京平成大実習生のお二人）

がら相手陣地に返します。時に結構速いスパイクも飛び出します。天井が低いのでイレギ
ュラーな動きとなることもあり、そのたびに歓声があがります。みんな慣れてきたのでラ
リーが続き、時を忘れてプレイに熱中。他のゲームも用意していましたが、あっという間
に時間が過ぎ、結局ほとんど終わりの時間となってしまいました。少しブレイクダウンし
て本日は終了。またプレイしましょう！
◆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＞
○先月の旅行で ADL が一気に落ちているのが分かった。
○ここ最近では、10 分～15 分おきに排尿をしている。（夜中も）
〇夫への自分の怒鳴り声に対して近所に謝りに行くのがつらい。
○最近自分が体調を崩し気味だったが頑張っている。（一時期ほどではない）
○現在は要介護４。入院してからちょうど 1 年くらい。最近はふらつきが出てきた。脳か神経
か心なのか原因はわかっていない。医者から現在の状態について能力的には最低レベルになっ
てきていると言われた。とりあえず気を逸らすように促してなんとかやりくりしている。
○ほぼ毎日お昼頃、入居している特養に出向いている。週 1 回は必ず一緒に散歩をしている。
最近は時間がかかるようになった。
（2 回休んでいたのが 3 回休むようになったなど）
散歩→音楽→ビデオ→昼食といった生活サイクル。本人が綺麗になるような事をしてあげると
喜んでいる様子。自分も充実している。
○少し前の話になるが痰がからむようになった。その症状が出るのは中核症状が進んでいるとい
うことらしい。
○食事は全介助ではあるが、普通食である。朝ご飯は食べていると思う。ここ最近は食べこぼし
が気になる。９月の半ばから食事の量が減った。
（体重が前の状態に戻ったためらしい）
○８月にとても元気がなくなりどうなることか様子を見ていたが、医者を変えてから良くなって
きている。大好きなピアノも弾いており、9 月の交流会で一緒に演奏したことが良い刺激とな
っているように思う。龍勢祭りでも状態が良くなっている。
○病院が変わって障害者手帳が必要になったので、前の医者の所まで行って手続きを取った。最
近もちょこちょこ変わってはいるが大きな変化はない。
○本人は亡くなったがまだ施設の中にいるような感覚。半月に１回のペースで入退院を繰り返し
ていた。週 3 回ほど面会に行っていた。もう少し面倒を見てあげればよかったと感じている。
＜診断名の変更＞
○９月から主治医の先生を変えた。10 月に 2 回検査を行った結果、大脳皮質基底核変性症とい
う診断を受けた。
（10 万人に 2 人の難病と言われている）
。難病指定されている疾病であるの
で障害福祉サービス等を受けられる。また、身体障害者手帳も申請した。
○検査ができるか不安であったが、MRI は無理だったが CT は受けることができた。脳梗塞では
ないということも分かった。診察の時にうつ状態とも言われた。
○振り返ってみると、過去からの診断でアルツハイマー→パーキンソン→大脳皮質基底核変性症
と変化してきている。そもそも認知症ではなかったのではないかとも感じている。過去の検査
では病院に若年性認知症の専門の医師がいなかったためわからなかった。
＜介護サービス等の利用＞
○1 週間に一回のペースでお泊りデイを利用している。現在は、周囲の状況に敏感なのでのんび
り過ごせる場所を探すべきだと医者からは言われている。グループホーム、小規模多機能など
を契約してみようと考え、施設をみて具体的に検討している。
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○ショートステイ先は、女性ばっかりの所で息子が来た
ような感覚で接せられているらしい。
○月曜日はフリー、火曜、木曜はデイサービス、水曜、
金曜は移動支援サービスを利用中。本人は落ち着いている。
○最近、デイサービスからはすぐに「引き取ってくれ」
と言われる。それも施設のケアマネから言われて驚いている。
歯磨き、風呂の拒否が多くなった。
ティータイム（ケーキを食べながら）

＜かかりつけ医との付き合い方＞
○本人が風邪を引いてかかりつけの精神科へ行くが、その病院には内科もあるにも関わらず認知
症の患者は見たくないという意思のあらわれなのか、診てもらえない。そのため別の内科に行
くが、何時間待ちというのが当たり前の状態。とても困っている。
⇒現在定期の往診をしてくれる病院を探している。困った時にすぐ診てもらえるような臨機応
変に対応してくれる所を探しているが、実際には難しい。
⇒病院で待ちたくない時は夜間の救急に行ってしまえばいい。また、中野区内であれば診てく
れるところがある。
⇒かかりつけ医は大事であるが、中には認知症の事を分かっていない先生が良くわからない薬
を出してくる事があるので注意がいる。
＜ケアマネへの期待＞
○利用者の本質を見られていないケアマネもいる。がんばっているケアマネもいるが勉強不足の
ケアマネが多いように思う。研鑽を期待したい。ケアマネが認知症ケア専門員の資格を持って
いるとなお良い。
（上級もある）
○ケアマネには本人だけでなく家族の状態もよく見て、すべてを踏まえたうえでケアプランの作
成をしてもらいたい。家族会にも参加して様子を見に来ればよいのにと思う。
○ケアマネと相性が合わないと感じたら変えられるという事を知っておくべき。合わないケアマ
ネに当たってもすぐに変更ができるように、ケアマネが複数いる事業所がおススメである。
○ケアマネ間で情報のやりとりをもっとできないものか。風通しの悪さがあるのではないか。
○介護の現場出身のケアマネは比較的家族に優しい。（ケアマネは元々の専門範囲がそれぞれの
人で違うから、どの分野出身の人か見るのも一つの手である）
＜在宅生活の継続、施設との付き合い方＞
○在宅で看ていきたいということができなくなり施設に入ることになったとしてもそれは敗北
ではない。在宅ケアが良いか施設の方が良いか、また施設利用を始めるタイミングは本人の状
態に依るところが大きい。
○特養などに提出する書類には、本人の状態よりも、私がこのままではもう何をしでかすか分か
らないといった窮状を訴えて書いた方がよい。欄外は 2 次判定の際に聞かれことになる。
○絶対に共倒れは避けるようにしないといけない。介護者は自分の管理もしっかりと。体調が悪
くなったら周りに頼めるようにコミュニティを作っておくべき。
○あまり行き過ぎても全然行かなくても良くないという所から「お墓と特養は程よい遠さで」と
いう言葉が有るくらいらしい。
＜社会との接点づくり＞
○就労を通じた社会参加ということで大起エンゼルヘルプさんに受け入れてもらっている。お世
話をしてもらいながら作業をしている。内容はトイレ掃除、買い出し、調理の手伝い、シュレ
ッダー作業などである。月曜～金曜で一日 3 時間行っている。（自転車で 20 分ほどの所）
月一回、自分も様子を見に行っている。本人は楽しみながら働いている様子である。自分も自
由な時間が出来た。
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■ちいたびサロン
◇第５０回サロン（１１月５日、ちいたび会事務所、８名参加）
今回は珍しく理事長不在のサロン。理事長は地元啓
明小学校の９０周年記念事業がありそちらに出席です。
理事長は地域の青少年の育成活動（青少年育成地区委員
会）に長く携わっていて、ちいたび会理事の巻島さん、
遊びの達人佐久間さんも、育成活動がきっかけで現在へ
とつながっているそうです。周年行事の昼休みに理事長
が顔を出し、啓明小学校の元校長先生も一緒に事務所に
連れてきてくれました。今後、事務所を子どもたちも来
られるようなオープンな場所にしたい。その折にはぜひ
ご協力をなどと話が弾んでいました。
サロンのひととき(右中央

元校長先生）

◇第５１回サロン（１１月１９日、ちいたび会事務所、７名参加）
１２月の交流会は学生企画のクリスマス会。東洋大生た
ちが集まりその企画会議。なんやかやと真剣に内容検討し
た結果、ようやく案がまとまったようです。次回の交流会
は学生たちが企画、運営をしますので、お楽しみに！
お昼は隣にあるお蕎麦屋さんから出前をとって、温かい
うどんなどを食べました。

★ちいたびサロンは新事務所で行っています。 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
※旧事務所と同じく大和町中央通りに面しています。100ｍほど高円寺駅寄りの同じ側。

■はみ出し企画第５弾：福島の現在を知る（１１月２６日、福島県浪江町、９名参加）
浪江町は会員の大倉さんの帰れない故郷です。
東北大震災から５年半が経ちましたが復興はおろかまだ戻ることのできない場所
があります。それが浪江町を含む原発周辺の町々です。
市街地には損壊を免れた家々が立ち並んでいますが、人は住んでいません。不気
味な光景が広がっていました。
付近の田んぼは荒れ放題、草が伸び放題で、もう回復は難しいだろうとのこと。
海岸べりは津波を受け、流されてほとんど何もなくなってしまったところです。
残された土台部分が解体され、大型トラックが出入りしていました。何かの施設で
も作るのでしょうか。遠くに福島第一原発が見えました。
復興の先陣である商店街「マルシェ」で、みんなでお土産を買いました。

街はあれども人おらず（浪江町市街）
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■その他
◇早稲田大学シンポジウム「尊厳ある認知症ケアをめざす講演の夕べ」
（１０月３１日、めぐろパーシモンホール、理事長参加）
加瀬裕子教授からベルギーから素晴らしいパワーポイントが送られてきたので是非とい
うことで案内があり参加しました。講師のポール・ブラエム氏とも交流ができました。
◇手作り市 in あいロード広場
（１１月３日、薬師あいロード商店街、理事長、石井さん、福島さんの３名参加）
ちいたびサロンで作ったビーズアクセサリーなどの作品を展示しました。他の障害者団
体との交流もできました。

ちいたびサロンで作成したアクセサリー類

◇多摩若年性認知症総合支援センター開所式
（１１月９日、マザアス日野、理事長参加）
目黒区にある若年性認知症総合支援センターに続
き、多摩地区に都内２か所目の若年性認知症の支援
センターがオープンしました。場所は JR 日野駅前。
日野市大坂上 1-30-18 大竹ビル 2 階
電話相談：042-843-2198（平日 9 時～17 時）
メール ：jakunen@moth.or.jp
◇中野区長訪問
（１１月１４日、中野区役所、７名参加）
中野区役所に田中大輔中野区長をお訪ねし、
会の近況を説明し、活動を通じての課題認識な
どについて懇談しました。ちいたび会からは、
①理解促進の働きかけ拡大、②窓口職員の対応
力向上、③活動 PR のための区報紙面の拡充、
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④本人の社会参加機会の確保、⑤家族が支えながら生活できる専門施設の検討の５点を内
容とするお願いの文書を手渡し、区長からは区としてできることをしっかりとやっていき
たいとのお言葉をいただきました。

◇拡大理事会（１１月１９日、ちいたび会事務所、６名参加）
○１１月交流会の振り返り
・オーボエの音色は素敵。演奏はとても良かった。
・会場の使用にあたっては、机の運び方や脱いだ靴の扱
いなど、施設や他の利用者に配慮し細心の注意を払っ
て運営管理する必要がある。以降徹底すること。
・本人組の活動のとき、病気の進行に伴って集団で一緒
に行動することが難しくなってきた人が複数いるの
で、個別対応するメニューも用意するようにする。サ
ポーターの人数確保が課題。

○その他
・１２月交流会の企画について、学生たちが考えた案の
内容を確認。
・１２月４日の理解促進講演会について、司会、駐輪場
整理、会場案内、受付、来賓対応など、当日の役割
分担を決定した。

中野区社会福祉協議会シンポジウムにて PR

・
「就労による社会との接点づくり試行プロジェクト」について、（株）大起エンゼルヘルプと
のコラボによる就労支援を試行実施している。M さんは元気に週３回自転車で通勤。初給料
をもらって喜んでいるとのこと。旦那さんとは月 1 回定例打合せを実施。会としては来月に
大起エンゼルヘルプさんと中間報告会の機会を持つ予定。
・全国若年認知症家族会・支援者連絡協議会への加入が承認されたとの連絡あった。
・朝日新聞厚生文化事業団「認知症カフェ」助成金申請に対して、一次審査に通ったとの連絡
があった。11/17 に現地ヒアリングがあり理事長が対応した。

＜＜ 今 後 の 予 定 ＞＞
■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
お気軽にご参加ください。（次回 12 月 17 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。
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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 12 月 10 日(土)14 時からマイルドハート高円寺にて

１２月交流会のお楽しみイベントは、学生企画「クリスマス会♪」
変わり種ビンゴ大会にチャイム演奏、自分でケーキデコレーションなど盛りだくさん企画！
・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 12 月 3 日、17 日、2017 年 1 月 7 日、21 日
（毎月の第一、第三土曜日 11 時～15 時に開催）
超特大ジャンボシュークリーム （福島名物）

事務局の窓 「ちーたー時速 100ｋｍ！！」 Vol.40
いよいよ師走。あっという間の一年でした。今年はまだ理解促進講演会が残っています。
その開催は設立記念講演会を含めて４回目。この間、国のオレンジプランやマスコミでも
多く取り上げられるようになり社会の理解はずいぶんと進んできているように思います。
では悩みを抱え込んでいる人が解消されているのか。そして関わってきた人たちは確実に
症状が進行している現実。地道に活動を継続していくなかで解決に近づけていきたい。
（ ）

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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