会報誌

―― 新 年 号 の 内 容 ――
経過報告
・１２月交流会の様子
・理解促進講演会２０１６の様子
・ちいたびサロン（第５２回、第５３回）他
次回交流会（１月）のご案内 201７年 1 月 1４日（土曜日）１４時～17 時
会 場：スマイルなかの３階 A・B 会議室
注意‼今回は会場がいつもと違います！
前半：お楽しみイベント「新春開運大輪投げ大会」～カニ缶は誰の手に？
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： 楽しいゲーム続く…
毎月第二土曜日に定例開催！
ちいたびサロンのご案内 1 月７日、２１日、2 月４日、1８日
各土曜 11 時～15 時
毎月第一、第三土曜日にちいたび会事務所にて開催
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
1 月７日、2 月４日、３月４日
どうぞご利用ください。
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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 ＞＞
■１２月交流会の様子（１２月１０日、マイルドハート高円寺地域交流スペース、
本人４名、実習生３名含む３７名参加）
◆お楽しみイベント 学生企画「クリスマス会♪」
（企画：東洋大学４年 三宅さん、金城さん、袴さん、長尾さん、佐藤さん
協力：フルーツアーティスト®平野泰三さん、明日香さんご夫妻）

入口にはクリスマスツリー、そし
て参加者はみなサンタ帽をかぶり、
トナカイやらサンタやらいて怪しげ
ですが、会場はクリスマス気分満載
です。今回のお楽しみイベントは事
前打ち合わせ、準備から当日まで東
洋大生５人が頑張ってくれました。
東洋大生５人組
オープニングは彼らによるトーン
チャイムの演奏。高山さんの熱心な
指導に応えて当日午前中には隠れ練習までした甲
斐あって上手にできました！
３曲目の「赤鼻のトナカイ」はみんなで一緒に
歌いました。最近あまり調子のよくない I さんに
マイクを向けると歌詞を熱唱。みんなの応援視線
歌いましたー！
の中、最後まで見事に歌い遂げました。
続いては変わり種大ビンゴ大会。穴をあけるビンゴ用紙にあたる紙に９マスの枠
があり、各自が１８の都道府県名から選んで記入するようになっています。準備が
整ったところで、くじを引いて都道府県名が読み上げら
れます。皆さんの出身地などを参考にしているので、読
み上げられた都道府県の名物、名産、ゆるキャラなどを
紹介してもらいながらの進行です。リーチは続出します
がなかなかビンゴになりませんでし
たが、やっと「ビンゴ！」の声があが
りました。お見事Ｅさん！
景品は厚意でご寄附いただいたも
の。尾花さん提供のお米（私たちが植
お見事ビンゴ!!
えて刈った佐野の相場田んぼのお米
です！）、相場さん提供のえびいも（京いも）、石井さん提供の今
治タオルに中野区商品券、鈴木さん自作の野菜類などと豪華な 一番人気のお米をゲット
品々に皆さん大感激でした。
ビンゴになって景品をもらった人は、順次、特設ケーキつ
くりコーナーへ移動します。いつもお世話になっているフル
ーツアーティスト®平野泰三さん、明日香さんご夫妻の協力の
元、ケーキ台に好みのフルーツを飾り付け、Ｍｙクリスマス
ケーキを作ってしまおう！という趣向です。苺はもちろん柿
やドラゴンフルーツ、洋ナシなどのフルーツや生クリームな
どが盛りだくさんに用意してあります。欲張ってついつい乗 フルーツアーティスト®平野ご夫妻
せすぎてお皿の上で倒れる人も続出。とても楽しく美味しくいただきました。
東洋大生のみなさん、平野ご夫妻ありがとうございました！
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◆お誕生日会＆後半
お誕生日会もやりました。１２月お誕生日の小川さん、
１１月にいなかった大倉さん、岩崎さんの３人。伴奏は学
生たちのチャイム演奏です ハッピーバースデイ(^^♪
当日駆けつけてくれた加山先生にご挨拶いただいた後、
後半に突入。いつものとおり本人組と家族組に分かれての
活動です。さて、本人組ですが、スポーツボランティア長
野さんがまた閃いて新しいゲームを持ってきてくれました。
伴奏は東洋大学生チャイム演奏隊
その名も「ふうせん卓球」。ボールはつかめる大きさのふう
せん、ラケット代わりはタオルです。牛乳パックとバルーン
でこしらえたネットを越えて相手コートの外へ落ちたらポ
イントです。自分のコート内では落ちなければ何回でも打ち
続けます。タオルを振り回すことで、ちょっと温泉気分に浸
ることもできますよ…。という趣向です。
長野さんは本当に発想豊かです。みなさん温泉気分で楽し
むことはできたでしょうか。さて、バルーンというのはアイ
デア次第でどんどん世界が広がっていきます。交流会でも、
新考案「ふうせん卓球」 ラケットはタオルです！
ほらこのとおり。幸せの輪が広がりました！
他にも新年カニ缶争奪輪投げ大会の予行演習を兼ねて輪投げなどもやりながら、年末の
ひと時をワイワイと楽しく過ごしました。
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どんなものが飛び出てくるか?!
思案中の長野さん（スポーツボランティア）
次の思案中のす長野さん
（帝京平成大実習生のお二人）

◆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＞
○大きな変化はない。1 週間前から痰が絡むようになった。病院の先生が出張で来てくれ、鼻か
ら一時間かけてとった。水にはとろみをつけている。普通の人よりむせやすくなっているよう
だ。まくらを使って横に向けて寝かせたりして、むせるのを防いでいる。
○８月は大変な時期だった。見た目元気がなくなり、医者に本人の前で「大分進みましたね」と
言われた。その後、９月から回復してきた。９月の交流会でピアノ伴奏に挑戦し、自分と一緒
に演奏したことが良かったみたいだ。
○お風呂のふた閉めや家のセキュリティのボタン操作、シャツを着ることもできるようになった。
今回私が手術するために入院したとき、夜から朝まで過ごし、でかけることを一人でできたこ
とに自信がついたようだ。ピアノも練習している。前は、一緒に付いていないとダメだったが、
今は、音が分からなくても、自分で音を探すようになった。
○最近「字が書きたい」と言う。私がパソコンで作ったものでなぞって書く練習をしている。
＜トイレやお風呂、食事の介助など＞
○診断からもう１１年目。緩やかに落ちている。家のあちこちで放尿する。最初は白い物（まく
ら、洗面所、ごみ箱など）にしていた。今も目を盗んでやる。便は 2，3 日に一回程度。隠れ
てトイレに行き、拭かずに出てくる。ウォッシュレットも立ち上がるからびしょびしょに。着
替えることを拒否する。
⇒白いものは便器に見えるのではないだろうか？
⇒うちではパットを使っている。1 枚入れておいて汚れたら抜くだけ。とてもいい。
○早朝頻尿。転倒の可能性があるので様子を見に行かないといけない。また、便器との間隔がわ
からないので、見られないときのためにトイレに新聞紙を厚く敷いている。
○お風呂に入る時は上半身着たままで、下だけ脱がせて洗う。上も服を濡らして、後でそのまま
脱がせる。毎日これで、体力も精神も……。家がどこもかしこも汚くなるため、一日中掃除し
ている。子どもたちからは「そろそろ施設に入れたら？」と言われる。
○洗面所で頭を洗って髭剃って歯を磨く。風呂場にいる時間を少なくしたいから。洗わずに蓋に
のろうとする。注意すると本人は怒られている気分になるようだ。
⇒うちでは湯船に湯を張らずに、先にシャワーを使ってきれいにしてから、湯を張って浸かる、
という工夫をしている。
○最近便秘している。柔らかめの時はトイレに間に合わないことが多い。着替えも袖が通らない
こととかがあるが「そんなもんかな」と思っている。お風呂は大好きで、デイサービスで入っ
ても家でもまた入ると言う。
○見当識ゼロの状態。会話は成立していない。「ご飯食べる？」などはなんとか成立。入浴を拒
否するため、デイサービスでドライシャンプー対応してもらっている。訪問歯科が来ているが、
歯科衛生士のブラッシングは、
「歯が無くなる」と泣き出して拒否した。
○言葉を失っているから会話での意思疎通はできない。今一番大変なのは脱がせること。
○以前よりも早食いになった。次から次へと口にいれる。魚は骨抜きにしているがその他はいつ
もどおり出している。一つ一つお皿を出してあげないと食べない。１つの食器ばかり気になっ
ていることもある。
○舌を噛み切ったことが 3 回あるため、刻み食のやわらかめのお弁当にしている。カレーのよ
うなスプーンで食べるものは自分で食べられる。
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＜入浴拒否への対応＞
○コミュニケーションの講演会などに行って、入浴拒否の対応を専門職に聞いても、的確なアド
バイスは得られなかった。
○自宅でも施設でも人前で裸になる、裸にさせられるという行為は本人にとって嫌なはずである。
認知症の場合、人によって症状に差はあるが、まずそのことを考える必要がある。
○お風呂、食事などに関して、配偶者の場合は特に、自分の考えの枠の中で綺麗にしよう、ちゃ
んとお風呂に入れようなどとしてしまう。認知症になる前の姿を知っているからこそ、そうし
がちである。お風呂は１週間くらいなら入らなくても問題ない。
○傍から見たら、違うところに座ったり、手で触ったりしているように見えるが、本人にとって
は座ってトイレをしていたり、拭いていたりと自分なりに普通の行為をしているものである。
「してあげたい」が必ずしも本人と同じではない。自分の枠にあまり入れないことが介護にお
いては大切。気にし過ぎて介護者が疲弊しないようにしないといけない。
○人によってタイプがあり、イェス・ノーが初めからハッキリしているタイプの人や、だんだん
支援を受け入れてくるタイプの人、それぞれある。
○施設だと、家族が来て「いつ入ったのか」「臭う」などと言われてしまうため、どうしても入
れなくては！と思いがちである。
○入浴を促すときに「温泉に行きましょう」と言って入浴してもらったりもした。
○女性だから女性の介護者が良いというわけではない。男性介護者に入浴介助をしっかり支えて
してもらったことに安心する人もいる。安心をどこで得るかは人によって違う。
＜服薬など＞
○嚥下不良のためカプセルの薬が飲めない。
○アリセプトを飲ませると過激になる傾向がある。５ミリを半分に割って２．５ミリを飲ませて
いる。夜に飲ませてデイに行かせたら昼間は穏やかになる。でも夜は 5 時間大声を出してい
た。今週病院に行くので先生に薬の相談をする。先生のところに行くとシャンとする。だから
普段の様子を動画に撮って見せるつもり。
＜介護サービスの利用など＞
○９月にショートステイを体験。帰ろうとするとついてくるのでしばらく一緒に。預けたものの
気になって落ち着かず、夜も眠れない状態だった。こうなるならデイの方がいいかなと思った。
１０月になって、ケアマネに連絡しショートステイを利用した。このときは看護師にうまく対
応してもらったようで本人はニコニコしていた。これなら大丈夫だ！と思った。
○１０月末に老健に断られた。お泊りデイとデイサービスだけ行ったが、暴れたり大声出したり
逃げ回っていた。１１月の初めに初めてお泊まりした。昼は手がつけられないくらい大騒ぎ。
夜は穏やかですぐ眠った。
○１１月末に小規模多機能を紹介され、施設長とケアマネと面談。連れていったら暴れまくり。
帰り道は歩けなくなって道路にばたんと寝転がった。小規模でも慣れてくれば大丈夫かも？と
いう印象だった。安定剤を飲ませた。
○デイサービスでは、要介護 1 の人とかの別の利用者が大声などにびっくりしてしまう。
○グループホームの見学に行った。まだ機嫌の良い時もあるので、入所はためらっている。
○施設入所もいいところがある。それにより、お互い穏やかな関係になれた夫婦の例もある。家
族の身体があってのことだから。
○宮崎に口腔ケアで経口摂取を続ける試みをしているホスピスがあると聞いた。広がっていくと
よいと思っている。
＜家族の協力＞
○息子に夏に旅行に連れていってもらった。そのときに歩けなくなっているのを感じたようだ。
息子の彼女は結婚したら一緒に住みたいと言ってくれている。
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○子どもたちは週末に誰かしら来てくれる。本人は息子とはウマが合わないようだ。娘は婿と来
てくれるが途中から孫にイライラしてしまう。
⇒うちの子どもは土日のどちらかに来て、ご飯を一緒に食べていく。その時に自分が入浴す
る。孫の顔見るとニコニコ。孫の話はよく聞く。息子は外に出かけるときに介助してくれ
る。男と男は合わないのかな？
○息子は介護離職した。今求職中。入浴など代わってもらうとうまくいくこともあり、自分が怒
鳴るとたしなめてもくれる。
○長男も次男も私の心配をしてくれる。
○長男が自宅から１分の距離に住んでいる。何かあったら頼んでいる。
＜他との接点を持つことの大切さ＞
○以前は心身ともに参っていた。ちいたびに参加し始めて二年間はなかなか自分の辛いことを皆
の前で言えなかった。でも一年ちょっと前から言えるようになった。スッキリした部分があっ
た。今ではちいたびが生活の一部になっている。
○夫は亡くなったが皆の話を聞いて思い出す。当時はトイレやお風呂は施設に入るまでは大変だ
った。デイサービスでもお風呂は逃げ回っていた。うちの場合は進み方が速く、心の準備がで
きないまま亡くなった。みなさん大変だと思う。
○本人と社会との接点をつくるため、(株)大起エンゼルヘルプの協力を得て仕事を始めた。本人
も「少しでも役に立つことがしたい」と言っていた。自転車で２０分。何回か練習して一人で
行けるようになった。平日の１０時から１４時、現在は小規模多機能で手伝いをしている。ト
イレ掃除→昼の準備（献立考える、買い物）→シュレッダーの処理が日課。シュレッダー処理
は、障害をもつ２０代の女性とペアで行っていて、息が合って楽しいようだ。お蔭さまで張合
いが出てきたようで元気になり対応が軽くなった。仕事場で少し注意されるようなことがある
と、帰宅時に様子が少し変わっている。本人なりに悩みつつ仕事をしているようだ。
＜本人の好きなことや落ち着くところは？＞
○テレビ見ない人だったのに、笑点を見て笑っている。落語も。
○クイズ番組。昔のことを思い出すからか？
っと話している。

博物館とかに行くと、自分の知っていることをず

○AKB とかが出ている番組が好き。ちいたびやデイで「○○さん♪」と自分に声かけてもらえ
ることが好きなようだ。
○ダンス、美術館が好き。昔の音楽を１５～２０分聴かせると、その日の調子がわかる。機嫌が
良いと、立ち上がって踊る。あまり良くないと、ぼーっと写真を眺めている。
○ピアノが好き。
○野球が好き。歌も歌わなくなったし、タバコも急にやめた。
○息子が話しかけること。

（※交流会の記録は東洋大生が各回交代でとってくれました。
）

■理解促進講演会２０１６（１２月４日、中野区医師会館３階会議室、７０名参加）
若年性認知症の地域での理解促進のために講演会を年一
回開催するようになって今回で４回目となります。万人が関
心を持つことではない地味なテーマだと思いますが、毎回多
くの方が参加してくださりうれしく思います。今回も参加が
きっかけとなり新たな出会い、交流の糸口につながることも
得られたと思います。支援の輪を広げるため今後も継続して
いきたいと思っています。みなさんもご協力ください。
今回の講演会では、
「若年性認知症本人・家族の地域参加、
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社会参加」をテーマに設定し、前半は、本間昭先生（お多福もの忘れクリニック院
長）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、
後半はシンポジウム形式で、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）、家族の立場から杉並区在住の本会会員堂迫氏にご登壇いただき、実践例
を交えながら、社会との接点について熱くディスカッションしてもらいました。有
意義な講演会になりました。ご多忙中にもかかわらずご挨拶をいただいた渡辺仁中
野区医師会副会長様、演者の皆様、また座長をお勤めいただいた髙橋正彦先生（ク
リニック医庵たまプラーザ院長）に御礼申し上げます。

高橋先生(左) 比留間さん(右)
渡辺仁 医師会副会長

広畑さん(左) 堂迫さん(右)
若年性認知症コールセンター
（大府市）から参加してくれました
医師会副会長

＜各パネリストの主な論点＞

～本人の能力を活かす視点～ 若年認知症の社会参加を支援する
若年認知症社会参加支援センター「ジョイント」所長・作業療法士

比留間ちづ子

若年性認知症の人は、活力も能力も高く、身近な援助があれば仕事や社会的役割を長く維
持できることが特徴。病気の種類や不安の程度によって行動の戸惑いが異なっている。安心
して生活するために、１番目は、同じ苦悩を持つ仲間と出会い、
「自分だけではない」と孤立
から脱却できること。２番目は、多くの人々と「普通に付き合えること」。３番目は、家族同
士が情報を共有し、賢く強くなって、援助を得る方法や専門職と出会い、余裕をもって本人
としっかり向き合うこと、だと考えている。
平成１９年度厚労省補助金事業としてスタートした「ジョイント」は、いつも笑いがあふ
れていた。仲間と話し、
「働く」ことで前向きの姿勢を回復し、生活が維持されていた。現在
はその活動が各地に広がり定着していけるよう支援をしている。
ずっと作業療法士としてリハビリをやってきた。若年性認知症の人にもリハビリの考え方、
観点は有効だと考える。
～地域密着、在宅生活の可能性～ 特養から在宅へ
特別養護老人ホーム「ラスール麻生」施設長

広畑晶子

一人の５６歳の若年性認知症の女性が入居してきた。家庭環境も複雑で難しいケースだっ
たが、同じ人として同じ女性として共に過ごす中でいろいろな発見があった。
特養は他の社会資源との連携が滞りがちの傾向があるが、お互いの得意分野をすりあわせ
るなど、特養が変わるべき姿についても考えていくべきだろうと思っている。
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「終の棲家」から「在宅復帰のためのクッションへ」、場合によっては、「今が自宅では難
しい」時を過ごすのも特養の姿ではないか、全ては本人と家族の希望が優先されるべきであ
り、本人、家族の尊厳を守ることが何よりも尊重されるべきである。選択する権利を守る場
として、特養がそのための社会資源になることを模索したい。
認知症だからではなく、一人の人として向き合うことで見つかる希望と、当事者と家族が
描ける夢があり、その実現に向けて社会資源の一つとして特養が出来ることをこれからも考
えていきたいと思っている。
～家族の視点～

我が家の重い想い
杉並区在住

堂迫廣二

昨年の報告時から急変による入院経験があったりと３６５日分の進行が在り、それにつれ
て介護家族の思いも日数分変遷している。今の心配は、
「家で共に生活できる時間の見通しが
分からない」、「どこまで症状が進んだら、家では面倒が見られなくなるのか、それがいつ頃
なのか」、「施設に入れて悔いは残らないか」、「若年性認知症患者にはどんな公的支援が利用
できるのか（高齢者用がそのまま利用できる様子ではない）」、
「施設に入れる為にはどのぐら
いお金が必要か分からない」、「その日暮らしで中長期の人生設計ができない」ということ。
「高齢者」と「若年性」の認知症を分けて対策を考えることを要望したい。患者の持って
いる体力と、期待されていたのに失われた役割、これから生きていく時間を指標にしたら、
病理学的には同じかもしれないが、社会的ケアが同じでいいはずがないと思う。また、若年
性専門の通所デイ施設の運営確保と預かり時間の拡大、若年性専門のショートステイ施設の
運営確保。安心して動ける時間が欲しいというのが介護家族共通の声ではないかと思う。
「薬
の開発」に集中投資すべきとも思う。

■ちいたびサロン
◇第５２回サロン（１２月３日、ちいたび会事務所、４名参加）
翌日に控えた理解促進講演会の準備をしました。
◇第５３回サロン（１２月１７日、ちいたび会事務所、４名参加）
今年最後のサロンとなりました。ビデオ撮影した理解促進講演
会の様子をプロジェクターで映し出してみました。スクリーンを会
場に常設しましたので、認知症の番組などを一緒に観ることもでき
ます。ご活用ください。リクエストがありましたらお声がけを。

サロンにて

★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。

■その他
◇鷺宮地区地域ケア会議 （１２月２０日、鷺宮すこやか福祉センター、理事長参加）
ちいたび会事務所のある地域のいろいろな関係者が一堂に会して地域包括ケアシステム
の構築に向けた課題を考えるもので、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、理事長が鷺宮地区の地域ケア会議の委員になっています。
毎回事例検討（加工され匿名となっているもの）をするのですが、いつも「地域の見守
り」の重要性は唱えられるものの、肝心の情報共有は、守秘義務、個人情報保護の壁に阻
まれ、そこから全く進んでいない感があります。地域包括ケアシステムの大きな課題と言
えるでしょう。地域での情報共有のルールづくりなど、具体的に踏み込んでいく必要があ
ると感じています。会議については正直停滞感があります。
8

◇拡大理事会（１２月１７日、ちいたび会事務所、７名参加）
○１２月交流会の振り返り
・学生たちが頑張ってくれて楽しい会になった。
・来年度は加山ゼミがお休みだそうで、東洋大からは学生の参加が難しい見込み。対策を練る
必要あり。
・平野さんの協力で楽しく美味しいケーキを食べられた。食べ物系のイベントはみんなで楽し
めてよい。フルーツは香りが良い。

○理解促進講演会の振り返り
・リハビリの観点は新鮮だった。低下した能力をうまく補うことができれば社会参加はできる
はず。ちいたび会の活動にも参考になると思った。
・前回までのチャリティ資料代を廃し、今回は会活動への応援チャリティとして募った。今後
について、資料代を徴収するのか、チャリティでいくのか。検討を継続していく必要がある。
・中野区の委託業務の提案制度に採用されたので、来年度の講演会は提案業務の一環として調
査結果の報告会の形式で区主催により行われることになる。

○今後の予定
・月例交流会は、インフルエンザの感染対策でいつものマイルドハート高円寺の会場をお借り
できない。そのため、会場が変わり、１月の会場は「スマイルなかの」
、２月の会場は「東中
野キングスガーデン」となる。←周知徹底が必要。
・３月のリフレッシュ旅行会（日帰り）は埼玉県毛呂山での苺狩りとする。障害者の受入も想
定されている施設である。下見に行く。
・中野区の業務委託提案制度に応募し、採用されたとの通知が先日あった。１２月２０日付中
野区報にも掲載されている。平成２９年度の事業実施となる。提案内容は、区の施策に繋げ
るための若年性認知症の実態把握調査であり、アンケート項目の設問設定に係る提案、アン
ケート用紙の作成、発送、集計・解析などが主な業務内容になっている。区の委託業務なの
でしっかりと成果を出す必要がある。マンパワーの確保も必要なので、後日詳細をお知らせ
し、協力を求めたい。
・朝日新聞厚生文化事業団の「ともにつくる認知症カフェ開設応援助成」に応募。一次選考通
過した。最終結果発表は１月中旬の予定。
・２月２６日（日）に第 8 回全国フォーラム in 東京・目黒（主催：全国若年認知症家族会・支
援者連絡協議会）が開催されるとの連絡があった。都合の合う方はご参加を。
（後日、家族会
等が当事者作品を展示、販売するためのブース設定があるとの案内がありましたので、ちい
たび会として出展の申し込みをしました。）

＜＜ 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１月２１日）

■２月交流会
２月１１日（土）１４：００～１７：００
会場は、東中野キングスガーデン となります。 ※いつもの会場と異なります。
（中野区東中野 4-2-16 東中野駅徒歩３分）
お楽しみイベントは大地佐和子さん（東京手描友禅）にお手伝いいただきます。

■３月リフレッシュ旅行会（恒例 いちご狩り！）
３月１１日（土）日帰り 出発７時３０分頃各所集合
今年は、埼玉県毛呂山町に行きます。
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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。

１月交流会のお楽しみイベントは、毎年の恒例イベント 「新春開運大輪投げ大会」
１月１４日(土)１４時 から スマイルなかの３階会議室 にて
今年のカニ缶は誰の手に？ 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。

○１月の交流会の会場は
中野区社会福祉会館「スマイルなかの」
３階 Ａ・Ｂ会議室 となります。
中野区中野 5-68-7 中野駅北口徒歩 7 分
驚安の殿堂「ドン・キホーテ」の
二つ先のビルとなります。

★いつもの「マイルドハート高円寺」
ではありませんのでご注意ください。

＜ 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１月７日、２１日、２月４日、１８日、３月４日
（毎月の第一、第三土曜日 11 時～15 時に開催）

事務局の窓 「ちーたー時速 100ｋｍ！！」 Vol.４１

新たに仲間入りのチーター
チーターグッズ募集中！

新年明けましておめでとうございます。年頭ではございますが、家族交流会の記録を見
てのとおり、なかなか厳しい状況になっています。病気の進行により、ほんの２､３年前に
は交流会、サロンに来ていた人たちの多くが来られなくなってしまった現実に、若年性認
知症の課題の一つを突き付けられる思いです。だからこそ今年も前向きに会の運営を進め
ていきたいと考えております。どうぞよろしくお願いいたします。（ ）

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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