―― ５ 月 号 の 内 容 ――
経過報告
・４月交流会の様子（男性介護者必見！「お化粧（整容）講座」）
・若年認知症カフェ「ちーたーひろば」オープン！、ちいたびサロン（第６０回）ほか
次回交流会（５月）のご案内
毎月第２土曜日開催！
2017 年５月１３日（土曜日）14 時～17 時 マイルドハート高円寺 ２階交流室
〇お楽しみイベント「みんなでおやつを作ろう！」～簡単、美味しい、手づくりクッキー
〇お誕生日会、「みんなで歌おう！」
〇後半：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」開催中！ ４月１日から、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、中野の逸品「フルーツゼリー」を味わい、ゆったり過ごしましょう。
ちいたびサロンのご案内 ５月２０日、６月１７日、７月１５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
５月６日、６月３日、７月１日 どうぞご利用ください。
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ちいたび会

＜＜ 経 過 報 告 ＞＞
■４月交流会の様子

《お楽しみイベント》 男性介護者必見？！お化粧の基礎「整容講座」

（４月８日、マイルドハート高円寺２階交流室、本人４名見学４名含む３０名参加

協力：地域のビューティーカウンセラーの会

黒澤さん、渡井さんほか）

日頃奥様を介護し
ている旦那さんたち
から、お化粧について
は自分でしたことな
いし、手伝ってあげよ
うにも何をどうすれ
お世話になりました
ばいいのか見当つか
ない、化粧品も道具も何をどう使えばよいのか
さっぱりわからん、等々疑問いっぱいとの声が
多くあり、今回企画しました。
女性陣にとっては毎日やっている当然のこと
真剣に取り組む男性陣！（ハマってます）
ですが、男性陣にとってはそうではないようで
す。そう言えば高校を卒業する頃にお化粧講座なるものがあったことを思い出しました。
（若い人たちに聞くと今の時代にはもうないようですが）。
協力者である黒澤さんたちは ビューティーカウンセラーとし
て地域でボランティア活動をしています。中野区主催の地域づく
り研修で理事長が面識を得て、今回、お化粧の基本の「き」から勉
強する機会をつくりたいという私たちの願いを受けてくれました。
まずは、お化粧落としから。お化粧落としは化粧だけでなく汚れ
も落とすものです。手の甲にパッチを貼って、クレンジング前と後
を比べると歴然たる違いが！そんなことから始まって、お肌の整え、
メイクアップへと進んでいきます。まずは理事長をモデルとして、それからみんなで、用
意された化粧水やファウンデーションなどを使って体験します。旦那たちはみな器用。結
構ハマって楽しげでした。奥様にお化粧をしてあげて、奥様はいっそうきれいになりまし
た。男性陣も自分の顔にクリームを塗ったりしてご満悦の様子。
（凝り性の人が多いようで
す。これを機に自分用に化粧品を買い求める男性陣も!?）
最後には二人一組でハンドマッサージ。お互い気持ちの良い時間を共有しました。

◆お誕生日会＆みんなで歌おう！、そして後半
ゲストの渡井さんと区職員の後藤さんの二人がお誕生日でしたの
で、みんなで祝いました。ハッピーバースデイ(^^♪
続いてみんなで歌おう！の時間。髙山さんにキーボードで伴奏を
してもらいながら「あの素晴らしい愛をもう一度」を歌いました。
そして余韻を楽しみながらのケーキ＆ティータイム。
交流会後半は、本人組と家族組に分かれての活動です。本人組は、
ナイス、スペア！！
佐久間さんのリードで大ボーリング大会を楽しみました。
用意したボーリングセットは本物ではありませんが、ボールもピンも重量感ある本格派
でそれなりに楽しめます。ボーリング世代の人たちもいたりして結構目つきが真剣だった
りします。５フレームで競ったのですが、勝者はターキー交えて１０７得点。白熱した高
得点勝負でした。（チャンピオンは佐久間さん！）。続いて、恒例の巻き取りゲーム。初体
験の人もいてこれも盛り上がりました。体を動かす系はみなさん張り切りますね。誰でも
できる活動系ゲーム、またやりましょう！
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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、本人の様子＞
〇本人に混乱がある。結婚したの？私は誰？など、時々わからなくなって泣く。しばらくそっ
としておくと直る。当初、混乱は夕方だったのが、だんだんと朝も混乱するようになった。
〇夫である私がチェロの練習をするのを嫌がる。コンサートがあったが、当日「一人で行って」
と言われた。安定剤を飲んで同行したが、リハーサル中に不安定になりそのまま帰宅した。
８月にもコンサートの予定があったが中止になり、落ち着いた。
〇相変わらずだが、自立歩行が難しくなった。タオルで顔を拭いて化粧水をつけるなどしてや
っている。右手を握ったままで臭くなる。
⇒タオルを握らせるとよい。
〇入院して２か月。ベッドからの転落防止のため拘束されていて、面会に行くと拘束を解いて
くれる。食事は経鼻経管から経口になった。個室なので音楽をかけてくれるよう要望した。
人の声が聞こえると落ち着くようだ。
〇１週間前から治療が始まった。デパケン、抑肝散を服用、リハビリも。
〇本人の症状が進んでいくのはきびしい。自分は少しのお手伝いしかできない。
〇手の力は強い。母には凄みを見せることもある。
＜低下していく能力に対して＞
〇混乱している妻にどう声をかけたらよいのかわからない。名前も書けなくなった。
〇自分の妻の場合、旧姓や昔の友だちの名前に反応したこともある。自分としては無理に教え
ることはやめたほうがいいのではないかと考えている。
⇒教えないということは難しいところだと思う。ピアノ、字など、本人の得意だったことが
出来なくなったら何を楽しみにしたらよいのか考えてしまう。
〇認知症は下りのエスカレーター。
「出来ること」に注目してはどうか。手続き記憶は残る。
家族が一緒にいてくれることが大切。「知恵の輪ネット」というのがあり、介護の成功例、
失敗例が載っているので参考にしてみては。
〇レベルが下がっても、夫だ妻だとはわからなくても、わかっている。
〇自分の居場所が分からず不安定になる様子もあるので、距離を離さずゆるやかなサポートを
するのがよい。わさわさした所には長くいない方がよい。
＜介護サービス、障害者自立支援サービスの利用など＞
〇火、木、金曜日に若年性のデイサービスに行っている。もっと行った方がよいかと、月曜日
に別の所へ行ったが、新しいところにはなじめないのか、高齢者ばかりなのがいやなのか。
本人が嫌がった。
〇水、金曜日は移動支援サービスをつかっている。
〇診断名が変わったことで難病指定を受けたが難病扱いだと医療費が２割負担、精神の自立支
援医療だと１割負担となる。今後どうするか相談中。すこやか福祉センターでは「都に聞い
てくれ」と言われた。
自立支援医療は更新していなかったので、診断書を再提出させられた。
〇介護サービスの利用を視野に入れ介護保険の申請中。
⇒状況の変化に注意しつつ、泊りも試したほうがよいと思う。
＜病院、施設の対応＞
〇面会に行ったが、がっちり拘束されていた。
⇒不慮の事故を防止するための安全確保のための措置。
⇒拘束しない病院はない。家族から意見があれば言っていくことが大切。
⇒右手はミトンをはめているが臭くないので、ケアはよいと思われる。
〇検査入院中の晩に行方不明になり、結局院内で見つかった。深夜に呼び出され、歩き回る、
トイレの失敗が３回あった、等言われた。あのまま病院にいたらもっと進行したのではない
かと思う。
〇むくみがひどく検査入院した。カテーテルの検査はできず退院した。むくみは薬で治まった。
⇒心臓のカテーテル検査は自分もしたことがあるが、熱くなるし動けない。本人には難しい。
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⇒やはり心臓の検査をした方がよい。一般病院は認知症に理解がないので、病院を選んだ方
がよい。認知症の度合いを書いておくと役立つ。
〇施設の利用者がベッドから落ちて骨折した。家族が毎日来て困惑している。
＜自立生活、地域との接点づくり＞
〇仕事にも不満を言うが、何とかなりそうではある。私も自分の時間が持てるのはありがたい。
本人は、人に迷惑をかける、何もできないと気にしている様子である。

■ちいたびサロン
◇第６０回サロン（４月１５日、ちいたび会事務所、９名参加）
みんなでお弁当を食べた後、今後のサロン、カフェ運営のことなどについて話し合いま
した。また映像を使って若年性認知症のことを伝えていきたいなど構想が膨らみました。

■拡大理事会（４月１５日、ちいたび会事務所、９名参加）
○４月交流会の振り返り及び今後の交流会企画について
・パズルを作って楽しむ、アロマで癒される、という企画はどうか。
（お楽しみイベント案）
・新しい参加者もいるので、年２回位、サポーターも含めた参加者全員で様子や情報を共有する
時間を持ってはどうか。

〇リフレッシュ旅行会について
・龍勢まつりについては行きたい人もいる一方で、長時間の観覧やトイレの利用、旅館内の階段
や移動が障壁となり参加困難な人も出てきている。行先を変えるなど方策を練る必要がある。
⇒龍勢まつりは、はみ出し企画として希望者で実施することとする。
（１０月７日、８日）
⇒今年度のリフレッシュ旅行会は 2018 年１月１３日、１４日とし、場所は今後検討する。
⇒来年度以降の実施時期については６月下旬の実施も候補として今後検討する。

○カフェ運営について
・４月１日オープン。参加者約 50 名でにぎわった。S さん（本人）は接客スタッフとして参加。
若年性認知症専門デイサービス「いきいき」からも２組の参加があった。

〇講演会について
・実施日は１２月３日（日）、座長は今年も髙橋正彦先生にお願いする。基調講演については、
川崎市での長い家族会活動の歴史を持ち、認知症啓発プロモーションビデオ製作への参画など
新たな取り組みにも挑戦している若年認知症グループ「どんどん」をお招きし、ちいたび会の
活動の参考にさせていただくことではどうかということになった。（⇒理事長から打診する。）

○その他
・カフェ開設に伴い、税務署に収益事業開始届を提出する。
・作業の分散を図るよう事務局体制を見直してはどうか。

＜＜ 今 後 の 予 定 ＞＞
■拡大理事会

次回６月１７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。
（※５月は通常総会があるのでお休みします。）

■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。
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交流会後、桜の木のもとで

＜ みんなで出かけよう！ ＞
■はみだし企画その１：ワクワク田植え体験ツアーin 佐野
日 時：５月７日(日) 連休の最終日♪(^^♪
行き先：栃木県佐野市 相場さんの田んぼ。
中野区役所８時、白鷺出発８時３０分頃。マイクロバスで

■はみだし企画その２：夏はバーベキューだ！！

昨年の田植えの様子

日 時：８月２６日（土）
行き先：「煉瓦堂朱とんぼ」（青梅市沢井）
JR 青梅線 軍畑(いくさばた)駅徒歩 10 分

■はみだし企画その３ 龍勢まつり泊りがけ旅行 in 埼玉県秩父市
一泊二日で出掛けます。温泉、龍勢祭、大宴会、ピザづくりなど
日 時：１０月７日(土)８日(日)（翌日９日は祝日）一泊二日
行き先：埼玉県秩父市 吉田元気村、龍勢会館ほか
※今回の龍勢まつりツアーははみ出し企画（有志参加）として実施
※今年度の定例リフレッシュ旅行会は１月１３日,１４日に実施予定
参加お待ちしています！

＜ 交流会、認知症カフェ、手作りサロン ＞

龍勢 打ち上げ！

■若年認知症カフェ「ちーたーひろば」 新規オープン！ ５月６日、６月３日
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、食事、中野の逸品「フルーツゼリー」あります。 ★毎月第一土曜日

■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 ５月２０日、６月１７日、７月１５日、８月１９日
（毎月の第三土曜日 11 時～15 時に開催）

★カフェ、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。

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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カフェにて

【次回月例交流会（５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。

５月のお楽しみイベントは、「みんなでおやつを作ろう！」 ～簡単、美味しい、手づくりクッキー
５月１３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
（５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/

■６月の交流会

６月１０日（土）１４：００～１７：００
会場は、マイルドハート高円寺 地域交流スペース ※１階の会場に戻ります。
〇お楽しみイベントは「今年もみんなで元気に Let's チアダンス！２０１７」です！

事務局の窓 「ちーたー時速 100ｋｍ！！」 Vol.４５
４月交流会には、多摩若年性認知症コールセンターからセンタ
ー長の来島さん、中野区から生活支援コーディネーターの後藤さ
ん、中野北包括から高橋さんが初めて見学に来てくださいました。
ありがとうございます。ちいたび会は小規模な活動ですので、外
からの情報を入手するために広くアンテナをはり、また新たな参
加のきっかけを作るために、行政や相談機関等との連携が大事だ
と思っています。今後ともよろしくお願いします。（ ）

♪ ちいたび会入会案内
地域に支援の輪を広げていきたいと思います。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》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

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 ちいたび会事務所（ちーたーひろば）
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』
、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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