会報誌

―― ３ 月 号 の 内 容 ――
経過報告
・２月交流会の様子（ちーたーマークのバンダナつくり、家族交流会）
・ちいたびサロン（第５６回、第５７回） 他
日帰りリフレッシュ旅行会（イチゴ狩り）のご案内 3 月 11 日（土曜日）
毛呂山「苺の里」＆埼玉県こども動物自然公園 注意‼３月は交流会はありません
次回の交流会は、４月８日（土曜日）１４時からマイルドハート高円寺にて
若年認知症カフェ「ちーたーひろば」オープン！ ちいたび会事務所にて
４月１日から毎月の第一土曜日 11 時～16 時に開店！
美味しいコーヒー、フルーツゼリーを味わいながら、ゆったりお話しましょう。
ちいたびサロンのご案内 ３月１８日、４月１５日、５月２０日
みんなでビーズアクセサリー、エコたわし（アクリル毛糸）など作ります。
毎月第三土曜日の 11 時～15 時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
３月４日、４月１日、５月６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 ＞＞
■２月交流会の様子（２月１４日、東中野キングスガーデン地域交流スペース、
本人５名、実習生３名、講師１名、見学５名含む３８名参加）
◆お楽しみイベント

ちーたーマークのバンダナつくり（型染め体験）

それぞれ味のあるバンダナが出来ました

講師は、東京手描友禅作家の大地佐和子さん。２年前の２月にもバンダナつくりをお願
いした経過があり、その時に作成したバンダナは、今でもみんなで旅行に行くときの共通
の目印として活躍しています。
大地さんが彫ってくれたチーターの型紙をバンダナ生地にあて、思い思いに専用の染料
で着色したのちに、アイロンで熱をかけて定着させて完成！という手順です。
今回は大地さんがチーターの型紙のほか、
「ちいたび」の文字の型紙、足跡、星などミニ
アイテムの型紙も追加で用意してくれました。（お忙しい中ありがとうございました！）
一度作ったことのある人は前回の記憶をたどり新たなデザインに挑戦！今回初めての人
はどんな仕上がりになるのかワクワクしながらの作業です。
帝京平成大学の学生３名と、ゼミを卒業した東洋大生２名（長尾、
袴）も参加して、会議机を利用した即席作業台づくりや筆や絵の具
や型紙の準備など、大わらわの会場づくりに協力してくれました。
今回、介護施設「東中野キングスガーデン」のご協力で会場をお
借りしました。場所が東中野ということで、いつもの中野の会場で
はなかなか出てこられないＳさん夫婦も近いからと来場してくれ
ました。今後、会場設定の工夫も必要かもしれません。
皆さん真剣な面持ちで作業に取り組み、それぞれ素敵な作品が出
来ました。マイバンダナを持ってみんなで旅行に行きましょう！
講師の大地さん（東京手描友禅）

◆お誕生日会＆後半
東中野キングスガーデンの交流スペースは落ち着いた上品な雰囲気の施設でした。備品
類も充実しています。今回はキーボードをお借りして高山さんにたくさん演奏してもらい
ました。まずは誕生日会。今回の該当者は７名と多数。ハッピーバースデイ７回歌って祝
福しました(^^♪。関連作業所のケーキを美味しくいただき、
歓談した後にみんなで歌いました。
曲目は、もうすぐ春！ということで「春一番」
（サビでは
キャンディーズ風の振りも）、続いて「はなみずき」「翼を
ください」の３曲。久しぶりの参加のＳさん奥様もきれい
な声でうれしそうに歌っていました。歌はよいです。毎回
感動します。また歌いましょう！
７人のみなさん Happy birthday!
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交流会後半は、いつものとおり本人組と家族組に分かれての活動です。
本人組は、バルーン玉入れに挑戦。初の試みです。大きさの異
なるバルーン製の的をめがけて玉入れの球を投げ入れます。大き
さによって点数に差があります。入れる難易度と点数の組み合わ
せを考えながらゲームを進め、総得点で順位を争います。
いつもながらに尾花さんのホイッス
ルでスタートし、外野がワイワイと歓声
をあげます。初参加のＮさん、Ｓさん奥
様も笑顔で参加してくれ、みんなで盛り上がり、あっという間に
終了の時間となりました。さて次は何を企画しましょうね。
みんなで声援！
にて

◆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、本人の様子＞
○本人（親）と自分の二人暮らし。日中は一人で家にいる。お金を持たずにタクシーに乗った
ことがある。インターネットで活動を知り今回初めて参加した。
○５０代前半。若いので診断がつかない。昨年うつ病と言われ入院、退院後復職したがうまく
いかず。現在は実家に帰っている。
⇒お住いの地元の相談窓口にも一度相談してみるとよい。
⇒自分は仕事をしているので時間がとれない。
○お酒の飲みすぎか足がむくんでいる。
○排泄に苦労している。抵抗なく紙パンツをはいてくれた。
○家ではあまり入浴しない。一緒に銭湯に行ったりする。
⇒うちも入浴は嫌がり週１回のペースである。
○ピアノは楽譜が読めない。
○妻が「自分が二人いる気がする」と言う。
○夕方に帰宅願望が出るので、夕方は出かけて暗くなってから家に帰るなど工夫している。
○最近、夫の認識が薄れてきたので、写真を貼った。
＜介護サービス、自立支援サービス等の利用＞
○デイは週１回。出かけてしまい警察のお世話になったこともある。
○現在特養に入っている。様子に変わりはない。自分も皆さんと同じ苦労をしてきた。
○ケアマネからアドバイスを受け、目黒区から GPS の貸与を受けた。
○入院前の話となってしまったが、障害者自立支援制度の移動支援の時間数を増やした。おか
げで外出の機会を確保できた。他の方にも利用可能な公的サービスとして参考にしてほしい。
＜在宅サービスの限界＞
○現在小規模多機能を利用している。本人は自分のテリトリーに他人が入ってきたことに怒っ
ただけのようだが、スタッフ３人がかりで押さえたとのことで施設長が謝罪してきた。施設
のケアマネからは、
「暴れているから迎えに来て」
「要介護５の人が来るところではない」
「精
神病院へ入院させろ」等のクレームを言われている。
○在宅も困難になり、そろそろ限界かと感じている。住宅型有料ホーム介護強化型を検討中。
お金が続くのか心配。
＜自立生活、地域との接点づくり＞
○週５日の就労プログラムを続けている。時々過呼吸が出ることもあり、時間を９時半から１２
時までに短縮し、昼食準備からはずれた。自分ができないことが辛いらしく、夫である私に当
たることがある。就労先施設でトイレットペーパーを三角に折るのを教わり練習している。
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○若年性認知症の本人が語る研修会に参加した。
＜介護者の向き合い方＞
○ケアマネから、本人（妻）より夫の考えでよい、と言われた。
○状態がまだら。初めのうちはデイを断られ困っていた。ここで手続きなど勉強できて、とて
も助かった。ちいたびと一緒に成長してきた感じ。
⇒ちいたびと一緒に成長したと言えるのは素晴らしい。「人のふり見てわが道を抱え込む」
のがふつうの介護者の姿である。
○近頃は自分の対応がうまくなったと感じる。
○制度には遅かれ早かれいつか巡り会うが、同じ立場の人と話す機会には一日でも早く巡り会
うべきである。心の負担が軽くなる。新しい価値観も生まれる。
○この夏に「大脳皮質基底核変性症」と診断されてから国立精神神経センターにかかり、最終
的に昭和大学病院を紹介されて入院した。病院を転々とするなかでは、そのたびに当然に経
過の説明を求められる。巻島さん（看護師）からのアドバイスで、時系列の行動パターン等
の説明表を資料として作成し持参したところとても役立った。ほかの人にも役立つと思うの
で、書式化して共用できるようにしてみたい。
○本人はいつも心配していて泣く。背中をなでる、抱きしめるなどすると落ち着く。出来ない
自分は別の人、出来なくてよいと言ってあげる。
○介護者も時には一緒に混乱してもよいのでは。それもまた自然である。長くつきあうのだか
ら気持ちを楽にして臨むべきだと思う。
○高齢者と若年の差は大きい。介護の仕方も違ってくる。内科の症状を疑うことも時には必要。
自分は看護師として、差支えなければ手伝えることはしたいと考えている。
＜薬の調整、サプリメントなど＞
○薬はメマリーのみ。薬以外にココア（カカオマス）、ゆで卵（アセチルコリン）を毎日摂取。
○フラワーエッセンスを試みている。

■ちいたびサロン
◇第５６回サロン（２月４日、ちいたび会事務所、７名参加）
時間を１０時からと早めて「認知症カフェ」の打ち合わせ。
名称、どういう雰囲気の場にするか、メニュー、参加費の
設定、PR、スタッフの確保、イベントの開催、開催日、食事の
提供、等々活発な意見交換をしました。４月に向けて開店準備
着々です。

みんなの手作りで開店準備！

◇第５７回サロン（２月１８日、ちいたび会事務所、６名参加）
２６日の全国協議会での作品展示に向けてアクリル毛糸を木
の葉形に編んだ「エコたわし」を作りました。Ｓさん奥様も挑戦。
最初はできないと言っていましたがやってみると手が自然に動
きます。編み物は以前やったことがあるそうで、折り返しのとこ
ろは手伝いながらだんだんと形になっていきました。
全国フォーラムで作品展示しました！

■その他
◇拡大理事会（２月１８日、ちいたび会事務所、９名参加）
○２月交流会の振り返り
○３月リフレッシュ旅行会の企画

・埼玉県毛呂山町のいちご狩り（バリアフリーの観光いちご園。2 月 1 日に予約済）
・午前中は「埼玉県こども動物自然公園」でお弁当、散策とする。

○今後の交流会企画
・お化粧講座（協力：地域のビューティーカウンセラーの会、２名が２月交流会を見学）
・チアリーディング、今年もぜひお願いしたい。
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○若年認知症カフェの開店準備
・名称の確定「若年認知症カフェ ちーたーひろば」
若年とすると限定的なイメージになるが、活動趣旨のアピ
ールを重視。自由に利用できることは他に言葉を添える。
・毎月第１土曜日

１１時～１６時オーダーストップ

・メニューは、参加費で飲めるコーヒーとお茶類（お菓子付
き）と、別料金メニュー（美味しいコーヒー、水出しドリ
ップコーヒー、弁当（ちらし寿司）
）など
・参加費の設定 ２００円（２杯まで）＋追加メニュー
・トイレはバリアフリー化（洋式化）した。
・活動を理解してもらうための映像資料を作ってはどうか。
⇒資金確保のためのクラウドファウンデイングの活用も含
め検討を進める。
・本人参加型とする。⇒Ｓさん奥様も接客要員としての参画
・３月１８日にプレオープンして様子を見る。
・イベント、ワークショップなことも企画していく。
・ギャラリー的活用もどうか。（手拭い、作品類の展示）
・中の様子がわからないと入りにくいので出窓の半分は外か
ら見えるようにする。
・PR 掲示板、チラシ、声掛け（知り合い、町会長、民生委
員、地域包括、社協、近隣の診療所など）

◇理解促進活動、地域参加の促進
○全国若年認知症家族会・支援者連絡協議会
・協議会新旧交流会参加 新たな参加団体を招いた
交流機会（２月４日、理事長参加）
・第 8 回全国若年認知症フォーラム in 東京・目黒
（２月２６日 役員４名＆Ｓ夫妻参加）
サロンで作ったビーズアクセサリー、エコたわ
し、会報誌等を展示
全国若年認知症フォーラムにて

○地域への認知症の理解促進

・MIKAN（認知症みんなで考える中野ネットワーク）への活動参加
鷺宮包括主催認知症サポーター養成講座（１月２４日、鷺宮高齢者会館、理事長参加）

○中野区業務委託提案制度について
・諸般の事情により区事業の受託を辞退することとした。調査自体は区が来年度実施予定

◇東洋大フィールド活動報告会、東洋大生送り出し会
○東洋大学社会福祉学科フィールド活動報告会
（２月１４日、東洋大、４名参加）
一年間の参加を踏まえた活動紹介と課題認識につ
いて発表がありました。緊張の面持ちでしたが感じ
考えたことがしっかりと伝えられていたと思います。
お疲れ様でした。

5

・東洋大生送り出し会（２月１８日、フルーツパーラー「サンフルール」、１６名参加）
いつもお世話になっている平野ご夫妻の心のこもったご馳走をいただきながら、ちいたび
会の面々からエールを送るとともに、学生たちにこれから社会に出るにあたっての抱負を語
ってもらいました。
学生たちからメッセージ入りの色紙をいただきました。ちいたび会からは名刺入れを贈り
ました。若人たちの今後の活躍を期待します。新たな門出に乾杯！また来てくださいね！

色紙をいただきました！

一年間ありがとう！

♪
寄付、物品提供によるご支援など、活動を拡げるためご支援をお待ちしています。

♪
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。

求む、認知症関連の書籍！
認知症カフェに置いて自由に読んでもらおうと思います。
※コーヒーカップ多数ご寄贈いただきました。感謝！
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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。
佐野市、静岡市、市原市に続いて、今回は『埼玉県、毛呂山町』です!!
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、みんなでお弁当を食べて、のんびりしましょう！
※３月は旅行会として行うため交流会はありません。ご注意ください。

＜ 次回月例交流会（４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。
４月交流会のお楽しみイベントは、「男性介護者必見!?お化粧の基礎 “整容講座”」
４月８日(土)１４時 から 「マイルドハート高円寺」 ２階スペース にて
・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。

○交流会の会場は
「マイルドハート高円寺」２階スペース
（４月の会場は２階となります。）
（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/

■手作業サロン「ちいたびサロン」 実施中！
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。
★次回は ３月４日、１８日、４月１５日、５月２０日、６月１７日
（毎月の第三土曜日 11 時～15 時に開催）

★ちいたびサロンはちいたび会事務所で行っています。
中野区大和町３－２－１１ ※大和町中央通りに面しています。

参加お待ちしています！

■若年認知症カフェ「ちーたーひろば」 ４月１日（土）１１時 新規オープン！
若年性認知症が縁となり知り合った人たちが始める地域の集いの場です。スタッフ
は介護家族、本人、ボランティア。どなたでも利用できるオープンなカフェです。
美味しいコーヒー、フルーツゼリーあります。食事もできます。 毎月第一土曜日
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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！
※ 馬刺しが食べたい、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、認知症カフェの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.４３
２
中野駅と東中野。一駅違いですが雰囲気は異なります。交流会の流れで懇親会も東中野
です。奥の一角を借り切り２２名でぎゅうぎゅう、わいわい。講師の大地さんと初参加の
Ｎさんが同じ小学校の出身であることが判明。なんと兄弟と友達で遊びに行ったこともあ
るとのこと。またまた地域の活動ならでは不思議なめぐりあわせに驚かされました。
（ ）

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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