会報誌

―― ４ 月 号 の 内 容 ――
経過報告
・リフレッシュ日帰り旅行会（いちご狩り 2017 in 埼玉県毛呂山）
・ちいたびサロン（第５８回、第５９回）ほか
次回交流会（４月）のご案内
毎月第２土曜日開催！
2017 年４月８日（土曜日）14 時～17 時
会 場：マイルドハート高円寺 ２階交流室
前半：お楽しみイベント 男性介護者必見！「お化粧（整容）講座」
（協力：地域のビューティーカウンセラーの会 黒沢さん、渡井さん）
〇お誕生日会、「みんなで歌おう！」
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：みんなでワイワイ楽しもう！ 毎回進化するゲーム他
若年認知症カフェ「ちーたーひろば」４月１日オープン！ ちいたび会事務所にて
毎月の第一土曜日 11 時～16 時に開店します！
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 ４月１５日、５月２０日、６月１７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。
毎月の第三土曜日 11 時～15 時、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
４月１日、５月６日、６月３日 どうぞご利用ください。
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ちいたび会

＜＜ 経 過 報 告 ＞＞
■３月リフレッシュ日帰り旅行会の様子
（３月１４日、埼玉県こども動物自然公園、毛呂山バリアフリー観光いちご園「苺の里」
、
本人５名含む１８名参加）
恒例となりました春のリフレッシュ日帰り旅行会・いちご狩りツアー。これまで栃木県
佐野、静岡県久能山、千葉県市原と毎年行先を変えながらの開催。また２回目の久能山か
らは日本平動物園、市原の時はぞうの国ということで動物
好きの多いちいたび会に合わせた行先もプラスして企画
してきました。
さて、今回の毛呂山は会員の石井さんがバリアフリーで
良いいちご園があるよと紹介してくれて決めました。そし
て近辺を調べてみるとありました！「埼玉県こども動物自
然公園」！ ということで今回もいちご狩り＆動物ふれあ
い体験のセット企画です！
いつものとおり運転手は事務局長、ガイドは理事
長で「ちーたー観光」マイクロバスが走ります。車
中、Ｎさん息子さん（ミュージシャン）がギター伴
奏をしてくれてみんなで歌って盛り上がりながらに
ぎやかに移動。関越道は流れ順調であっという間に
目的地近くの鶴ヶ島 IC。毛呂山は思いのほか近い！
今回の旅程は、動物ふれあい⇒いちご狩りの順。
ギター伴奏で歌いながらの車中です！
まずは「埼玉県こども動物自然公園」に到着しまし
た。この動物園は自然公園というだけあって緑も多
く、小さな子どもに優しそうな動物がたくさんいる動物園です。当
日は少し風が冷たかったですが、空は良いお天気で絶好の動物園日
和！思わず童心に戻りウキウキ気分のみんなです。
入口付近に園内列車「彩ポッポ」
（見た目は列車、実はバス）を発見。
早速みんなで 乗車して園内を約半
周。あら、丘の上にペンギンが。あそこに何やらしっぽが見
えるよ！ なになに「世界最小の鹿プーズーの赤ちゃん誕生」
ですと。などなど見どころポイントをチェックします。列車
を降りて、グループに分かれて散策開始！
じっ と立っているシマウマを見て「本
物？」と聞く子どもあり。微笑ましい。子キリンが可愛い。コアラもいま
した。ちなみにコアラがいる場所は日本では９か所だけなのだそうです。
いつも寝ているイメージのコアラですが今日はせっせと動いています！ラ
ッキー!! そして噂のプーズー舎に到着。本当に小さな鹿です。そしてプー
ズーの赤ちゃんも。（このプーズーの赤ちゃんは数日後の朝の NHK
テレビで紹介されていました。）
乗馬コーナーもあり、Ｓさん、Ｋ子さんらが乗馬体験。おとなし
い道産子に乗りました。
動物とふれあう、なかよしコーナーにも行きました。ヤギやモル

2

モット、うさぎなどの小動物のほか、なんとニシキヘ
ビも！ 自称蛇嫌い女子の二人がキャーキャーととて
も喜んでいたのが印象でした。そんなこんなでたくさ
ん歩き、お腹もすいて、レストランに集合。みんなで
幕の内弁当を食べました。とてもおいしかったです。
さて次なる目的地、毛呂山町のいちご園へと出発。
もう一息で到着というところで事件発覚。手作りの踏
み台（マイクロバスの高低差のある乗車口をバリアフ
リー？にする尾花さんのアイデアグッズ）を動物園の
駐車場に置き去りにしてきてしまった・・・ようです。
引き返して回収。次回からは発車時の点呼に「踏み台
さん」も入れなければ。よい教訓となりました。

何とも言えない感触でした…

満を持して毛呂山バリアフリー観光いちご園「苺の里」に到着。待望のイチゴ狩りです。
このいちご園、よいイチゴを食べてもらいたいということで、団体客は午前、午後各１組
しか入れないという良心的なところ。貸し切り状態でゆっくりできました。当日は３種類
の苺が摘み放題、食べ放題。また、ハウスの中にはドリンク、練乳、チョコソース、アイ
スなどが置いてあり、それも飲み放題、食べ放題。摘んだいちごに自由にトッピング、
マイパフェなど作ってテーブル席で食べられるのです。
これまでは午前中にイチゴ狩り、その後に昼食というパターンでした
ので、お昼ご飯を気にしながら調整（本当？）ということがありました
が、今回は昼食後にいちご狩りでしたので、みなさん例年以上に思う存
分にいちごを食べ、デザートのアイスも堪能していた様子でした。普段
はあまり苺を食べないという人もここで「１年分」食べたとか（すごい！）
来年はどこに行きましょう？ よいところあったら教えてくださいね。
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■ちいたびサロン
◇第５８回サロン（３月４日、ちいたび会事務所、５名参加）
４月１日の「若年認知症カフェちーたーひろば」オープンに向け
てこの日も準備に取り組みました。今回は壁紙貼りの大仕事です。
部屋の道路側に面した壁面が石膏ボードそのままの状態だったの
で、そこに壁紙を貼ることに。ホームセンターで購入した糊付きの
壁紙を材料に澤本さん、長野さん、川村さんの３人が作業に取り組
みました。最初は「これはプロがやる仕事だ」と弱音を吐いていた
男性陣ですが、だんだんと手慣れてきて最後はばっちり玄人級の仕
上がり具合。きれいに貼り終わりました。さすがです。お陰様で一
層明るい室内になりました。
◇第５９回サロン（３月１８日、ちいたび会事務所、９名参加）
この日のサロンは「ちーたーひろば」プレオープンを兼
ねて開催しました。プレオープンは試食試飲が大事な仕
事。川村さんの立てたドリップコーヒーを飲み、ちらし寿
司、フルーツゼリーを食べてみんなで云々。どれもとても
美味しく、オープンに向けての期待が高まります。並行し
て、窓枠にドライフラワーを飾りつけたり、チラシを色紙
に貼って吊るしたり、いただいたカップ類を整理したりな
ど準備の最終仕上げ作業に取り組みました。

ちーたーひろばにどうぞお越しください！
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■その他
◇拡大理事会（３月１８日、ちいたび会事務所、９名参加）
○３月日帰り旅行会の振り返り
・イチゴ狩りが午後でよかった。
・来年はどこへ？・・候補：塩原の道の駅、山梨（笛吹）などはどうか。
・秦野（神奈川県）で落花生掘りができる。
・・はみ出し企画で行きたい。

○４月の交流会について
・男性介護者必見！「お化粧（整容）講座」はマイルドハー
ト高円寺２階の交流室が会場となる。（いつもは１階）
化粧の基本の「き」から説明してほしい。
（男性陣からの
要望）
・交流会の時間配分について、できるだけ後半の家族組の時
間を長くしたい。
・サポーターも交替で家族組に入ってもらい様子を聞いて
もらいたい。家族がどんなことに困っていて、どんなこと
に傷つくのか等、共通理解を深めたい。

○今後の交流会企画について
・毎年好評のチアリーディングを５月か６月にお願いすることで交渉中
・白玉などおやつ作りはどうか。講師の打診をしてみる（巻島さん）

○カフェ運営について
・保健所に飲食店営業、食料品等販売業の許可申請。3 月 16 日施設検査済、3 月 21 日営業
許可書の交付予定。
・基本料金飲み物（バリスタコーヒー、紅茶、ハーブティー。昆布茶も？）お菓子付き 200 円。
ドリップコーヒーお菓子付きは 300 円。その他価格等協議。
・注文間違いをなくし、また親しみやすくため、前者のスタンダートコース（200 円）を梅コ
ース、ドリップコーヒー付のプレミアムコースを桜コースと呼ぶことにする。
・スタッフはボランティア。本人スタッフは１日 1,000 円の給料と交通費実費を支払う。

○その他
・作品展示による寄付額の報告が石井さんよりあった。ご購入いただいた方々ご協力ありがと
うございました。石井さんお疲れ様でした。
・28 年度から交流会でのサポーター人件費に対する助成金がなくなったので、29 年度から交
流会でのサポーター謝礼については当面の間休止の扱いでお願いしたい。（事務局）
・29 年度は東洋大加山ゼミが１年間休みのため学生たちのフィールド活動参加はない。東洋
大他ゼミのボランティア希望者１名あり。帝京平成大の実習生も引き続き受け入れる予定。

◇理解促進活動、地域参加の促進
○認知症カフェ開設に向けたＰＲ活動（３月 16 日、大和区民活動センター、理事長参加）
・大和区民活動センター運営委員会の役員会参加。大和地域の町会長さん他の集まる会の冒頭
で、カフェ開設のご案内の時間をいただきました

○手作りサミットでの作品展示（３月 18～20 日、薬師アイロード広場、石井参加）
・手作りサミットは中野の手作り団体が交流しながらそれぞれの作品を展示即売する場です。
ちいたび会でも手作りサロンで作った作品を展示しました。

○地域づくりへの協力
・鷺宮地域ケア会議に参加（３月２８日、鷺宮すこやか福祉センター、理事長参加）
地区毎のグループでの討議を通じて、地域の関係者との連携が深まりました
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投
○

稿 欄
「翼をください」と私
会員

川村達

「今 私の願いごとが叶うならば 翼がほしい・・」作詞・山上路夫、赤い鳥ほか
の歌手が歌ってきている。
平成１６年度より東山高齢者会館運営を中野区より受託した団体に所属し、地元十
一中生を会館に招きお互いに日常接触の少ない中学生と高齢者の交流会を実施してい
る。生徒達は返礼に合唱を披露した。中学生の愛唱歌であるこの歌を毎年（４年間）
歌った。学校統合により交流内容が変わりその後合唱は無くなった（交流は継続して
いる）。１５，６年前は卒業ソングベスト１０にあったようだ。その季節になると思い
だす歌でもある。
ちいたび会設立時より参加している私は、ここで久し振りに聴いた。おしどり夫婦
の夫Ｆさんの愛唱歌。交流会・旅行等で歌った。残念ながら症状が進行して行くなか、
昨年１０月の一泊旅行、１２月交流会で歌ってくれた。
東中野キングスガーデンを会場とした本年２月交流会にＴさんが久し振りに参加。
この日は東京手描き友禅染め作家・大地さんの指導で
「ちーたーバンダナ」を作った。私と同じテーブルで
あった。Ｔさんもご主人と仲よく染めていた。その後
の本人交流に合唱のメニューがあり「翼をください」
も選曲してあった。歌い始めるとＴさんはマイクを持
ち歌いあげた。皆初めて聴いた。
お二人とも歌詞カード無しで歌った。素晴らしか
った。Ｆさんとは旅行で３回同室した。歌ってくれる
日が来る事を願っている。Ｔさん素晴らしい歌声また
毎回歌を歌います！（交流会にて）
聴かせてね。

＜＜ 今 後 の 予 定 ＞＞
■拡大理事会

次回４月１５日（土）
（毎月第３土曜 15 時～、ちいたび会事務所）
交流会の企画などを話し合う誰でも参加できるオープン
な場です。ご意見ください。

■第四期通常総会 ５月２８日（日）13 時 30 分～、
中野区鷺宮区民活動センター
28 年度の活動及び収支報告、29 年度の予算や事業計画等
を確認します。
どなたでも参加できます。 ※議決権は正会員のみとなり
ます。

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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第三期通常総会（昨年）の様子

■はみ出し企画第１弾： ５月７日(日) 連休の最終日♪(^^♪
ワクワク田植え体験ツアーin 佐野 相場さんの田んぼ
中野区役所出発８時、白鷺出発８時３０分頃。マイクロバスで
相場さんの田んぼにお邪魔して、手植え、機械植えを体験させていた
だきます。よいところですよー。申込み受付中です！！
美味しい手打ちそば、うどんも食べられます。新緑のなか、広くて
青い空の下、みんなで楽しみましょう！！相場ご夫妻今年もよろしく
お願いします！
参加お待ちしています！

■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 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。
サロンのひととき

♪ ちいたび会入会案内
皆様と共に輪をひろげ、認知症になっても普通に生活できる地域づ
くりをめざして歩んでいければと考えております。周囲のお悩みの方
への声掛け、また寄付等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
目的に賛同して入会した個人及び団体（総会での議決権あり）
賛助会員 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 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

♪
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。
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■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

＜ 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階交流室 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階交流室
（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
htt p:/ /www.uta zuf ukus h ika i.or. jp /ko en ji/

事務局の窓 「ちーたー時速 100ｋｍ！！」 Vol.４４
例年いちご狩りは大好評。いちごは色もきれいだし、美味しい
し、たくさん食べられるし。ちいたび会ではこれ抜きに春を迎え
ることはできません。そういえば｢ヘタ｣のほうから先に食べるこ
とを教えてくれたのは今回欠席だった大倉さんでした。今年も美
味しかったですよ！ 落花生堀りに行ってみたいとの声もあがっ
ています。不思議な実の成り方の落花生。掘りたてを茹でたのが
とても美味。秋になったら行ってみたいですね。（ ）

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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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』
、若年認知症カフェ「ちーたーひろば」
は朝日新聞厚生文化事業団『ともにつくる認知症カフェ開設応援助成』による助成を受けて実施しています。
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