会報誌

―― ２ 月 号 の 内 容 ――
経過報告
・新年交流会の様子
（輪投げ大会、家族交流会など）
・ちいたびサロン（第５４回、第５５回）他
次回交流会（２月）のご案内 201７年 2 月１１日（土曜日）１４時～17 時
会場：東中野キングス・ガーデン 地域交流スペース 注意‼会場がいつもと違います！
お楽しみイベント「ちーたー柄のバンダナつくり」協力：大地佐和子氏（東京手描友禅）
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 2 月４日、1８日、３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
2 月４日、３月４日、４月１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 ＞＞
■新年交流会の様子（１月１４日、中野区社会福祉会館（スマイルなかの）A・B 会議室、
本人４名、実習生３名含む２６名参加）
◆ 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？
今回の会場は中野区社会福祉会館
（愛称「スマイルなかの」）、中野区社
会福祉協議会が入っている建物です。
冬の感染症の流行時期については、い
つもお世話になっているマイルドハー
ト高円寺にご迷惑をお掛けしないよう、
コレクションから厳選６本の手ぬぐい
別会場で開催しています。
年明け初めての交流会ということで、お楽しみイベントの内容も開運大輪投げ大会とい
う仕立てです。会員の川村さんにご持参いただいた干支の“とり”柄の手ぬぐい、香り豊
かなロウバイ（蝋梅）に彩られ、会場の雰囲気もバッチリ新年風です。
さっそく大輪投げ大会を開始。真っ赤な毛氈の上に所狭しと並べられた景品の数々。ウ
コンにコーラ、コアラのマーチ、カップラーメン、ホワイトアスパラガス等々と盛りだく
さん。なかでも一番の目玉は、特設ステージに鎮座まします毎年恒例豪華カニ缶！このカ
ニ缶ですが、I さんが過去二年間連続取得していて、
三連覇なるか、はたまた誰の手にわたるのか、みんな
の注目の的です。各自３本ずつ輪を投げて次々に景品
をゲットしていきます。みなさん、お目当ての品々を
手にして笑顔ほくほく。結果、I さん、今年は残念な
がらもう少しのところで取れなかったのですが、I さ
んの一族がしっかりゲットし、ナイスフォロー。後日
美味しいカニシューマイになったとか。
そんなこんなで、みんなで応援しながら、わいわい
がやがやと楽しみました。

◆お誕生日会＆後半
続いてお誕生日会。１月お誕生日の F さん
を祝ってみんなでハッピーバースデイ(^^♪
帝京平成大学看護学部の実習生３名がチャイ
ムで伴奏してくれました。学生たちは当日い
きなりの練習で臨んだにもかかわらずとても
上手な演奏でした（拍手）
しばし歓談の後、後半はいつものとおり本
人組と家族組に分かれての活動です。

伴奏は帝京平成大チャイム演奏隊

本人組は、ダーツゲーム、巻き取りゲームをみんなで楽しみました。
ダーツゲームは的を人が持ってそこにボールを投げる「動くダーツゲー
ム」です。巧みに的を操る佐久間さん。ちょっとハズレ気味の投球でも
お見事キャッチ。高得点が連発します。投げ手と佐久間さんとの掛け合
いが絶妙でした。途中から学生たちも的を持ってくれ、大いに盛り上が
りました。巻き取りゲームもいつもどおり好評でした。
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◆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＞
〇６年前にアルツハイマーの診断。若年性認知症の専門デイサービスに週３回行っているが、夕
方になると帰宅願望が出るようだ。昨年事情があって引っ越ししたら、夫や子どもを忘れたよ
うに行動する時がある。慣れれば大丈夫になるのだろうか。
⇒夕暮れ症候群は脳が疲れるからと思われる。６年目という時期、環境の変化もあるだろう。
ご主人は良い対応をしている。否定しないことが大切。時にはかっとなっても当然のこと。
〇１２月の中旬から時々過呼吸の症状がでる。受診したが問題なしとのことだった。飴をなめて
横になっていると治まる。現在のところ、それ以上の大事には至っていないが心配。
⇒過呼吸は緊張からくるのでは？
〇デイでブツブツ言ったり、大声を出したり。時間によって差がある。
〇障害者手帳を取得した。本人の就労は順調にいっている。お友だちもできたようだ。
〇１月、２月と子どもたちの結婚式があるので、本人も楽しみにしている。
＜薬の調整など＞
〇主治医と相談して、アリセプトと向精神薬をやめた。入浴は年末からずっと拒否している。着
替えも嫌がる。
＜今後の受け皿の確保＞
〇薬の影響か眠らずにずっと騒ぐようになった。そのせいか通っていたデイから急に断られた。
施設側からは「トップの意見」とのことだが、あまりにも突然で困惑、怒りを覚える。
⇒いずれデイが使えなくなるときは来るが、今回の話は施設側の一方的な都合であり、急すぎ
て納得いかない。制度と制度の隙間を埋める受け皿づくりを会が支えられたらよい。
〇特養に２回目の申し込みをした。今後の見通しがわからない。１０年分？２０年分？いくらあ
ればよいのだろうか。
⇒特養待ちの間に有料を利用する人もいる。若年性認知症の場合「いつまで？」という問題も
ありお金がかかる。
⇒特養入居はタイミングもあり、必ずしも長く待つとは限らない。有料から特養はスタンダー
ドなパターンである。
〇専門病院で検査入院の予定。有料老人ホーム入居も考えている。特養にも申し込むつもり。今
日は調子がよい。自立支援制度を使って散歩している。
〇特養などの介護施設は高齢者向けなので、若年性認知症の人が違和感を持つのはある意味当然。
病院は帰せないのでなんとか工夫する。特養の一つを若年専用に変えるのはどうか。海外には
先例がある。先は見えないが身体能力は確実に落ちていく。医者も手探りの部分があるのでは。
時系列の記録をつけていくと診察の参考になる。
〇若年性認知症対応のデイに行かれなくなったら行くような就労型デイをちいたび会でぜひ作
ってほしい。
＜トイレやお風呂、食事の介助など＞
〇認知症の人は周囲をどのように認知しているのだろうか。認知症の人の側からの世界を知って
の対応が求められるのではないかと思う。子どもでも認知症の人でもわかりやすいパッケージ
をデザインするなどできないものか。お酒だかソフトドリンクだかわからないものも多い。
⇒指示が伝わりにくいときに認知症の人が認識しやすくなるよう、分かりやすいデザインを用
いる（例えば共通の色分け）などの工夫ができないか。事例の積み重ねでできるのでは。
⇒M さんの手作りパズルのように、認知度に応じたみんなが使えるものができたらよい。
＜その他＞
〇入浴拒否が多いことを踏まえ、銭湯ツアーを企画したらどうか。
〇介護保険制度が出来る前は、施設が「手に負えないから迎えにきてくれ」などと言うことはな
かった。納得いかないことは行政の窓口に訴えるべき。声を上げる人が増えれば、行政は動く。
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■ちいたびサロン
◇第５４回サロン（１月７日、ちいたび会事務所、５名参加）
歩くアイデアマンの長野さん。小学校時代にはトラック野郎
の光が流れるテールランプを紙で再現して遊んでいたそうで
す。そんな話からアナログ時代の手作り話に花が咲きました。
◇第５５回サロン（１月２１日、ちいたび会事務所、５名参加）
福祉関係のパンフレットやチラシにどんなニーズがあるか、
ちいたび会だったらどんなものが作りたいか、などデザイン関
連の話が弾みました。

サロンにて

■その他
◇拡大理事会（１月２１日、ちいたび会事務所、９名参加）
○１月交流会の振り返り
・帝京平成大学の実習生が、準備からチャイムの演奏も頑張ってくれた。実習というこ
とで毎回違う学生たちが参加するが、みんなまじめで熱心に取り組んでくれる。一回
のみの参加であるが、ここで学んだことを今後に活かしてもらえたらうれしい。
・家族組は、大変な状況になってきた人が増えた。受け皿の確保は切実な課題である。
○次回２月４日：認知症カフェ作戦会議、２月１８日：通常開催
毎月の第３土曜 15 時から、ちいたび会事務所にて 誰でも参加可。ご意見ください。
◇理解促進活動（１月１９日、中野区主任ケアマネ連絡会、理事長参加）
中野区介護サービス事業所連絡会・主任ケアマネ連絡会が自己研鑽の一環で、
「若年性認
知症について知ろう」をテーマに同連絡会が実施した区内ケアマネ事業所での若年性認知
症の対応実態調査報告と惠美子理事長による講演を内容とする勉強会を開きました。対応
実態調査は、若年性認知症を担当したことのあるケアマネさんが少なからずいることの報
告がありました。７０名もの参加があり、関心の高さがうかがえました。介護サービスを
受けるにはケアマネさんが頼りです。今後ともよろしくお願いいたします。
◇朝日新聞厚生文化事業団贈呈式（１月２５日、朝日新聞本社、理事長、川村理事参加）
「ともにつくる認知症カフェ開設応援助成」の採択が決定。贈呈式が朝日新聞本社であ
りました。全国から３２４団体の応募があり、そのうち２４団体が採択されたとのことで
す。若年性認知症と関連づけている活動はちいたび会を含め２団体ありました。当日の贈
呈式には東日本地区の１２団体が招かれました。限界集落の村での巡回型認知症カフェな
ど、地域の事情を踏まえた特色ある活動が多く参考になりました。
これまでのちいたびサロンの取組みを踏まえ、会員中心のちいたびサロンと平行して、
オープン参加型の「若年認知症カフェ ちーたーひろば」を４月に開設します。毎月第１
土曜日に開催、ご本人がスタッフとして参画することも想定しています。詳細は後日お伝
えしますが、地域の理解を深め、新たな相談につながることを期待しての取組みです。応
援、ご協力よろしくお願いします。

求む、コーヒーカップ！
引き出物など棚に眠っていたらお譲りください！
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＜＜ 今 後 の 予 定 ＞＞
■３月リフレッシュ日帰り旅行会
３月１１日（土）７時３０分頃出発。中野区各所に集合してマイクロバスで。
３月の旅行は「いちご狩り」で決まり！
今年は、佐野市、静岡市、市原市に続いて『埼玉、毛呂山町』!!
みんなでおいしいイチゴを食べましょう！「埼玉県こども動物自然公園」にも足を
運びます。動物と触れ合い、広い園内を散策。みんなでお弁当を食べて、春めいた陽
射しの中でのんびりしましょう！
※ ３月の定例会は旅行会として行うため交流会はありません。
※ 10 月に一泊二日の旅行にも行きます。
（例年、龍勢祭り）
＜ 次回月例交流会（２月）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。

２月交流会のお楽しみイベントは、「ちーたーマークのバンダナつくり」」
２月１１日(土)１４時 から 東中野キングスガーデン にて
お揃いの「ちーたーマーク」のバンダナを目印に、一緒に旅行に出かけましょう！
・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。 交流会終了後に懇親会も予定。

○２月の交流会の会場は
東中野キングスガーデン
地域交流スペース となります。
中野区東中野 4-2-16
JR 東中野駅東口から徒歩３分
「西武信用金庫」の向かいの道を入る。

★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。

※次々回（４月）の月例交流会
次回は４月８日（土）、会場はマイルドハート高円寺 ※いつもの会場に戻ります。
３月は日帰り旅行会として実施するため、通常の交流会はありません。

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

★ちいたびサロンは新事務所で行っています。
新事務所：中野区大和町３－２－１１
※旧事務所と同じく大和町中央通りに面しています。
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新たに仲間入りのチーター
チーターグッズ募集中！

はみ出し企画第一弾！（日帰り）
■ワクワク田植え体験ツアーin 佐野市
今年も相場さんの田んぼです。
よいところですよー
５月７日(日)。連休の最終日♪(^^♪
※ ９月には稲刈りにも行きます！
※ 馬刺しも食べたい、温泉行きたいなど、は
み出し企画のアイデア、ご要望を受付中！

昨年の田植えの様子
ンにて

平成２９年度の会員継続、会費納入のお願い
３月末日にて今期の会員期間が終了いたします。つきましては、来年度の会員継続につ
き、よろしくお願い申し上げます。皆様と共に力を合わせて、認知症になっても普通に生
活できる地域づくりをめざし歩んでいければと考えております。
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。
《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
※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
《納入方法》

※交流会、サロン開催時にも受け付けています。
① 郵便振替をご利用：払込取扱票(赤色)でご送金を。（振込手数料不要。用紙送ります）
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

事務局の窓 「ちーたー時速 100ｋｍ！！」 Vol.４２
今年の冬は全般的にほどほどの寒さかなと思いますが、インフルエンザについては例年
どおり周囲で発生しているようです。最近は良い薬ができたおかげで、早めに医者に行っ
て処方してもらえば大事には至らないで済むようになりました。薬の進歩はすごいものだ
と感心します。認知症についてもいち早く根治薬の開発を期待したいものです。（ ）

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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