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―― 今 月 号 の 内 容 ――
経過報告
・１月交流会
・若年性認知症専門デイサービス見学その 4
・研修会参加報告…家族介護を考えるつどい
・拡大理事会
・ＮＰＯパネル展への出展（中野区役所ロビー）
・中野区職員向け研修での講演
２月交流会のご案内
・勉強会「社会保険労務士から聞く障害年金の話」ほか
今後の予定
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

その他

ちいたび会

＜＜ 経 過 報 告 ＞＞
■１月交流会（１月 11 日、於「マイルドハート高円寺」、２６名参加）
いつものマイルドハート高円寺で交流会。新年初めて
の会ということで「お正月はみんなで楽しみましょう！」
と銘打って、みんなで楽しめるプログラムを中心に行い
ました。
(1) 車座になって
参加者全員に、現況や今年の抱負など、それぞれの思い
の丈を話してもらいました。特にサポーターのみなさん
が熱く語ってくれたのが印象的でした。地域で様々に活
躍する多くの人たちが集まり、その思いが重なってこの
場が成り立っていることを感じました。悩んだとき、苦し
いとき、この人たちが力になってくれる。参加した本人、
家族のみなさんも心強く感じてくれたのではないかと思
います。
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(2) 体を動かしてリラックス・・・みんなで歌いながら
会員の橋口さんがリードして、みんなで座りながら体を動
かし歌います。橋口さんは元中野区保健福祉審議会の委員で
本会立ち上げのきっかけとなったお方です。社交ダンスの教
師でもあり、現在は特養でボランティアなどなさっています。
三百六十五歩のマーチ、青い山
脈などの歌に振りをつけて、み
んなで歌って体を動かします。
さすが経験豊富な橋口さん、手
慣れたリードぶりで、みなさん
ノリノリでした。
(3) 今月もお誕生日会！
続いて恒例のお誕生日会。１月が誕生月の髙橋正彦先
生と橋口さん、間もなく成人式を迎える帝京平成大学の
大矢くんをみんなで祝いました。
ケーキ前には、先月に旦那様がお亡くなりになったＩ
さんも加わり ロウソクの火を吹き消しました（１月が
誕生月でした）。旦那様は結局、本会には来ることがで
きないまま他界されました。ご冥福をお祈りします。
後半は、本人と家族に分かれてのプログラムです。
(4) 正月らしく福笑い、そして輪投げ
「理想の恋人はどんな顔？… 福笑い」目隠しして、佐久
間リーダーの指示に従って「右の目」
「左の耳」…と加えて
いき、おかめとひょっとこが出来ていき
ます。みなさん、なかなかの美男美女!?
に仕上げていました。
続いて前回も好評だった輪投げ。
みなさん言い訳しながら結構
真剣です。
会員の川村さんが、その道の大家（？）であることが判
明。この日のチャンピオンは、めきめき腕を上げた会員
の白岩さん。今回参加してくれた杉並介護者応援団の土
屋さんもチャレンジしてくれました。今後も定着しそう
な勢いです。
(5) 髙橋正彦先生を囲んでの懇談
外からの刺激があってリズムが保てるようになる。軽度の内からデイサービスその
他の福祉サービスを利用した方がよい。高齢者向けのデイは精神的、身体的エネルギ
ーが高い若年の本人には物足りない場合も多いが、利用者側が施設を育てるような意
識でもよいのではないか。医師も患者からのフィードバックがあることでレベルが上
がるものだということ。また、治験を受け入れる場合のメリットとデメリットなどに
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ついて髙橋先生からアドバイスがありました。その他、音楽療法については感情を引
き出すので場合によって興奮し過ぎてしまうこともあること、就寝時寝巻に着替えさ
せたいが本人がその気にならないので困っているという悩みに対しては無理に着替え
させなくてもよいのではないかという話も出ていました。
家族にとっては、専門職に直接相談すること、また、他の方の相談を参考に聞くこ
とも大変貴重な機会です。サポーターも理解を深めるため何人か同席させていただき
ました。今後もこのような場を設けていきたいと思います。
■若年性認知症専門デイサービス見学その４（１月 12 日、４名参加）
理事長、事務局長、石井さん、白岩さんの 4 名で渋谷
区けやきの苑・西原「ビースマイル」を訪ねました。ビ
ースマイルは、社福)武蔵野療園が昨年 5 月から行って
いるデイサービス（若年性認知症コース）です。
渋谷区から助成を受けての渋谷区で初めての事業。定
員 6 名、毎週日曜日に実施しているとのことでした。
当日は、午前中のプログラムと昼食の配膳という場面
までご一緒させて頂きました。
施設長の金さんに概要をお聞きしたあと、利用者の皆さんにご挨拶。当日は男性２
名と女性１名の参加です。鏡開きの翌日だったことから、鏡餅を使ったかき餅づくり
に挑戦するというプログラムでした。
かき餅は何味がいいかをみんなで相談。
「醤油！」
「黒胡椒！」
「きな粉！」…と意見
が出て、結局６、７種類の味付けをすることになりました。テーブルにカセットコン
ロを置き、お鍋に油を入れて薄く切ったお餅を揚げていきます。
油を扱うのは危険があるのではと少しハラハラしたのですが、女性の利用者がお餅
を油に入れる係、男性のうちお一人が油から餅をすくう係、もうひと方は味見係と役
割分担して、まったく危なげなくかき餅が完成。とても美味しくいただきました。
女性の利用者は昼食の配膳の場面でも、スタッフと同じように役割を担っていまし
た。一人ひとりの状態に応じた形でいきいきと参加している様子に、またひとつ方向
性の確認ができた気がします。
「若年認知症になっても、その人らしさは変わらない。」同施設の案内パンフレット
に書いてあるその言葉が重なって思い浮かんできます。
もちろん、スタッフの方々のさりげない気配りと、鏡餅を薄く切るといった事前の
準備（担当の水森さんは肩に湿布を貼ってました）があり、また利用者の人数プラス
アルファのスタッフ確保など余裕のある厚いケアを実現するためには、運営法人の理
解もあってこそなのだろうと思います。
他に、時に外出する際に消防博物館やＮＨ
Ｋ放送センターといった公の資料館や博物
館など、お金をかけずに楽しめる都内の施設
を活用していることや、入口にあった手作り
の看板（立体的な飾り付け）も参考になりま
した。看板については近々、ちいたび会でも
真似して作ってみたいと思います。ビースマ
イルの皆様ありがとうございました。
3

■研修会参加報告（１月１８日、於「飯田橋セントラルプラザ」他、３名参加）
家族介護を考えるつどい「介護者支援でつながろう」(東京ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ・市民活動ｾﾝﾀｰ主催)
現在の交流会に加えて、気が向いた時に気楽にいつでも立ち寄ることのできるよう
な場ができないだろうか。そんなことの可能性を探るため、ケアラーズカフェのこと
を勉強したいと思い、参加してきました。
プログラムは２部構成で、前半が基調講演「介護者支援でまちづくり」。後半は分科
会に分かれ、分科会Ａが「支え手づくり」～介護者を支える会を立ち上げよう～、分科
会Ｂが「場づくり」～地域に開くカフェ、サロンをつくろう～という内容です。
基調講演は、北海道栗山町社会福祉協議会の吉田義人氏が
登壇。栗山町で行われているケアラーに視点を当てたまちづ
くりの実践について報告してくれました。とても精力的な方
で、命のバトン（緊急連絡先等を書き込んだボトルを冷蔵庫
に入れておく）、宅配電話帳、熟年人材登録、ボランティアポ
イントの導入、ケアラー手帳の発行、まちなかケアラーズカ
フェの開設、ケアラーサポーター養成研修、ケアラー度チェ
ックシートなど、ほんとに盛りだくさんの取り組みを軽快で
ユーモアあふれる語り口で紹介してくれました。冒頭の 3 分
くらいの DVD 映像には涙しました。
分科会 A（理事長参加）
中島由利子氏（介護者サポートネットワークセンター・アラジン）と北原理良子氏
（杉並介護者応援団）から事例紹介がありました。
介護者は皆いっぱいいっぱい。並々と入ったコップは水を捨てないと何も入らない、
という例え話を交えながら、安心する場で話を共有することで初めて余裕ができて、
情報交換や知識を取り入れることができるようになるのだという中島氏の話が印象に
残りました。また、杉並介護者応援団では劇団「もうすぐわがみ」を結成し、認知症サ
ポーター養成講座に実演を交えることで好評を得ており、小学校をはじめとして各方
面から呼ばれているという話があり興味深く感じました。
分科会 B（事務局長、白岩さん参加）
登壇者は鈴木訪子氏（荒川区社会福祉協議会）と牧野史子氏（介護者サポートネッ
トワークセンター・アラジン）のお二人。鈴木氏からは荒川区での取り組みについて
紹介がありました。牧野氏は阿佐ヶ谷にある「ケアラー
ズカフェ アラジン」を立ち上げた人物として全国的に有
名な方です。介護者（ケアラー）を当事者ととらえる考え
方。これまでの経過と現在の様子、そして今後に対する
熱い思いがビンビンと伝わってきました。と同時に、単
に思いだけでなく、持続させるための仕掛けや仕組みづ
くり、厚みのある人の輪づくりといった経営の観点もし
っかり押さえていらっしゃるなと感じました。
とはいえ、アラジンが地域で介護者を支援するしくみ
づくりを始めたのは 2001 年だそうです。10 年以上の年
月を経て現在の姿があるわけです。ちいたび会もじっく
りと焦らず進んでいこうと思いました。
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■拡大理事会（１月 25 日、於「ちいたび会事務所」
、９名参加）
定例化することになって初めての拡大理事会の開催です。当日の午前中は監事の鈴
木さんから会計のチェックと指導を受け、15 時から始めました。
○１月交流会の振り返り
輪投げは楽しかった。どうせなら９本ピンの本格的な
機材を使ったらどうかという提案がありました。金属製
のものと木製のものの２流派あるそうで、今後双方を試
してみようということになりました。今後の定例プログ
ラムになるかもしれません。
福笑いについて、目隠しをすることは本人を不安にさせたのでは
ないだろうか。考え過ぎなのかもしれないが不出来なおかしさを笑
うという福笑いの面白みを単純に楽しみ切れなかった、との声があ
りました。趣向自体は決して悪くなかったと思いますが、複数の人
が難しさを感じたことも事実。今後のプログラム選びに活かしていこうということに
なりました。
歌を歌いたい。世代的にはどんな歌がよいだろうか。伴奏にギターを弾いてもらっ
たらどうかなどの意見もありました。
若年性認知症の方が高齢者のデイサービスに行って居心地の悪さを感じるというこ
とを踏まえて、私たちがやろうとしているお楽しみイベントでは、どのように考えを
もって内容を考えていけばよいのかという意見のやりとりもありました。
○車椅子の確保
交流会や旅行に行く際の足の備えとして車椅子を確保したほう
がよいのではないかとの提案がありました。会での購入、つての
ある病院、区や社会福祉協議会から借りる、マイルドハートさん
の協力を得ることはできないだろうか、などの意見が出されまし
たが今後の継続課題とすることにしました。
○２月交流会の企画
年金の話の時、勉強会への参加を希望しない本人には別室に移ってもらい、相互に
話をしてもらう機会をつくることにしました。（初の試み。理事長、学生が対応）
○その他
・家族から交流会後の本人の様子や希望などを聞きたい。体調や様子の変化など、良い
点も悪い点も両方を聞くことができれば参考になると思うとの意見がありました。
・来年度以降の運営体制についての意見交換（理事の選任人数などについて）
・慶弔に関する内規を作ってはどうか。→ 概ねの内容について共有しました。

拡大理事会は１月から定例的に開催しています。
原則、毎月第３土曜日 15 時から、ちいたび会事務所にて。
交流会の関係者であればどなたでも参加できます。会の運営にご意見ある方みなさ
んの参加をお待ちしています。
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■ＮＰＯパネル展への出展（１月 7 日～10 日、於「中野区役所 1 階ロビー」）
中野区内で活動する NPO 団体等のパネル展が中野区役所であり、ちいたび会も出展
しました。大盛況！というわけではありませんでしたが、少なからず興味を持って見
てもらえ、お一人は賛助会員になってくださいました。他の出展者の方々とも交流が
できました。

■中野区職員向け研修（１月 29 日、於「中野区立商工会館」、理事長）
中野区健康福祉部の職員研修に講師として招かれ、理事長が体験談を交えて若年性
認知症について、また、行政に意識してもらいたい課題などについて話をしました。
25 名程の職員さんが参加し、みなさん熱心に聴いてくれました。
後半には、杉並区役所の保健師山田氏から杉並区における認知症対策についてのお
話があり、地域包括支援センターが 20 か所あること、専任の認知症コーディネータ
ーを２人配置していることなどの現状をお聞きました。
終了後、山田氏、今回の研修担当者である中野区役所の保健師稲吉氏との間で情報
交換もできました。

＜＜ ２月交流会のご案内 ＞＞
日時：2014 年 2 月 8 日（土）午後 2 時～5 時
会場：マイルドハート高円寺・地域交流スペース
内容：○勉強会「障害年金の受給に向けて（基礎編）』
特定社会保険労務士 村松則子氏
○本人・家族、専門職を交えた情報交換
○お楽しみイベント
『何を入れましょ、宝箱～折り紙で素敵な箱づくり』
・参加費：500 円（お茶・お菓子代などにあてます）
・交流会終了後に懇親会も予定しています。
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＜＜ 今後の予定 ＞＞
■３月 日帰り旅行のご案内
日時：2014 年 3 月 8 日（土）は外に出ます。（日帰り旅行：行き先は栃木県佐野市）
内容：いちご狩りに佐野ラーメン、アウトレットでお買い物
☆別紙をご覧になってお申込みください。

■４月交流会のご案内
2014 年 4 月 12 日（土）14 時～、場所はいつもの「マイルドハート高円寺」

■東洋大学社会福祉学科フィールド活動報告会（2 月 6 日、白山キャンパス）
今年度参加してくれた加山ゼミの学生 4 名が 1 年間の活動の成果を発表します。

■理解促進のための活動
○なぎさ和楽苑セミナー シンポジスト(2 月 2 日)
○行政書士成年後見研修 講師(2 月 21 日)

＜＜ その他 ＞＞
■中野の地域密着型のタウン誌『おこのみっくすマガジン』が Vol.31
のふれあい交差点のコーナーで、
「ありがとう!の輪が広がる ちい
たび会のうれしいお便り」と紹介してくださいました！
http://www.oconomix.com/

事務局の窓 「ちーたー時速 100ｋｍ！！」 Vol.6
振り返る余裕もなく進んできた ちいたび会ですが、新たに始めた拡大理事会では、
良いも悪いもさまざまに意見が飛び交うようになりました。いろいろな角度からの指
摘を受けて考えることが、より良い運営の肥やしになっていくのだと思います。
今年度一緒に活動してくれた東洋大の 4 年生たちが卒業して社会に羽ばたいていき
ます。君たちの存在抜きに私たちの会の現在の姿はなかったように思います。今後の
活躍を期待します。そして余裕があれば顔を出してください。いつでも歓迎します。

交流会の会場案内
○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.utazufukushikai.or.jp/kdk/
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平成２６年度の会員継続、会費納入のお願い
平素から当会をご支援いただき、心から感謝申し上げます。
さて、2014 年３月末日にて会員期限が終了いたします。引き続きの会員の継続につ
き、よろしくお願い申し上げます。認知症になっても普通に生活できる地域づくりを
めざすための活動を広げていきましょう。皆様と共に力をあわせ、一歩いっぽ前に進
んでいけることを願っております。
お知り合いへの入会のお誘い、また寄付についてもご検討いただけると幸いです。
なお、すでにお手続き済みの方はご容赦ください。
《年会費（継続）》 ４月１日～翌年３月３１日
①正会員
５,０００円
（個人・団体とも）
②賛助会員 １口５,０００円 （個人：１口以上、団体：２口以上）
③登録会員（家族等） ３,０００円
※複数年一括での納入を希望される場合は、通信欄にその旨ご記入ください。
※正会員
この法人の目的に賛同して入会した個人及び団体
賛助会員 この法人の目的に賛同し賛助するために入会した個人及び団体
登録会員 この法人の目的に賛同し活動に参加するために入会した個人
※新規加入の場合：年会費に加えて入会金の納入をお願いします。
[入会金]正会員及び賛助会員 5,000 円、 登録会員 2,000 円
《納入方法》
① 郵便振替をご利用：払込取扱票(赤色)でご送金を。（振込手数料は不要です）
振替口座記号番号：００１３０－２－３８６５８７
加入者名
：ちいたび会
② 銀行振込をご利用：（振込手数料はご負担をお願いします）
金融機関：西武信用金庫（1341） 本店（001） 普通預金：2068622
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 理事長 高橋恵美子
トクヒ）ジヤクネンニンチシヨウコウリユウカイチイサナタビ

♪ サポーターのお誘い
交流会のお手伝い、旅行会への同行など。学生、社会人、男女、経験問わず。どなたでも。

―――――――――――――――――――――――――――
ご質問、お気づきの点などございましたら、お気軽に下記事務局までご連絡ください。

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/FAX：03-3338-6932 担当：高橋 昭彦
本交流会は、
『中央ろうきん助成プログラム』による助成を受けて実施しています。
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