―― ６ 月 号 の 内 容 ――
経過報告
◇５月の月例交流会
《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
講師：西田さん、巻島さんのお二人
《お誕生日会・みんなで歌おう！》
《家族交流会》 最近の状況、本人の様子、介護サービスの利用など
《本人組お楽しみタイム》 「風船投げで島めぐり」
（長野ワールド）ほか
◇はみ出し企画第１弾“今年もみんなで田植えツアーin 佐野”に行ってきました！
◇若年認知症カフェ「ちーたーひろば」開催中！

ほか

今後の予定
月例交流会（6／10、7／8、8/12、9/9） 毎月第２土曜日開催！
若年認知症カフェ「ちーたーひろば」
（6/3、7/1） 毎月第１土曜日開催！（平日開催も）
手づくりサロン「ちいたびサロン」（6/17、7/15） 毎月第 3 土曜日開催！
その他、はみ出し企画、リフレッシュ旅行など。
（詳細内容は７ページを！）
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
６月３日、７月１日、８月５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 ＞＞
■５月交流会の様子（５月１３日、マイルドハート高円寺２階交流室、
本人４名、実習生２名、見学１名含む２６名参加 協力：西田さん、巻島さん）
◆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」
本格的なクッキーつくりは、粉をふるって、こねて、延ばして、寝かせて、型抜きして・・
結構大変というイメージがありますが、今回のクッキーは、ホットケーキミックスで作る
簡単レシピ。ビニール袋に材料を全部入れて両手で揉ん
で混ぜる、手で形作る、焼く、でおしまいの超お手軽！
巻島さんの説明の後、グループに分かれて早速作業
を開始。袋のなかにホットケーキミックスを開けて卵や
バターを入れます。最初は混ぜるのがちょっと大変、で
もすぐ皆さん手慣
れてきました。基本
の材料にドライフ
ルーツ、ナッツ、チ
巻島さん、西田さんお世話になりました
ョコレートチップ、
抹茶なども混ぜて、思い思いの形、味に仕上げます。
準備の出来た班からオーブンへ。２０分程で焼き上
がります。熱々、出来立てクッキーです。さてお味
は？・・うーん、美味しい(^^♪ 柔らかめでスコーン
のようなサクサクした感じ。素朴なおいしさでした！
手軽で美味しいので今後も若年認知症カフェ「ちー
たーひろば」の日にもスタッフで作り、コーヒーのお
供、お土産品として販売します！どうぞご来店、ご賞味
あれ！

◆お誕生日会＆みんなで歌おう！、そして後半

真剣に取り組む男性陣！（ハマってます）

５月のお誕生日会は、I さんとピアニスト高山さんと
帝京平成大実習生竹本さんが繰り上げで対象者。いつ
も伴奏をしてくれる高山さんが該当者なので今回は伴
奏なしのアカペラです。みんなで大きな声を出してハ
ッピーバースデイを３回歌い祝いました。その後、髙山
さんのキーボード伴奏で「あの素晴らしい愛をもう一
度」を全員で歌い、余韻を楽しみながらのケーキ＆ティ
ータイムでした。
誕生日おめでとう！！

◇本人組お楽しみタイム！

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、アイデアマンのスポーツボランティア長野さん
考案「風船投げで島めぐり」の第二弾！。２０１５年１２
月に「ひょっこりひょうたん島的あて」として初お目見え
したこのゲーム、今回、さらに進化して再登場です。ルー
ルとしては紙粘土の重しを付けた小さな風船を投げて、的
となる“島”に乗せれば得点ゲット！という単純なゲーム
なのですが、的となる“島”が何とも凝っているのです。
海を模したテーブルの上に“島”が配置してありまして、
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その一つが四角いベース型の島で前回大爆笑を誘った『さどが
島』
（⇒名札をスライドさせると“サドガ嶋”が“サード長嶋”
に！※若者には意味不明?!）。さらに“ひょうたん”型の島。
こちらはみなさんご存知の『ひょっこりひょうたん島』。今回
は、ひょうたん島が大進化を遂げました。何と島が動くので
す！（若者には、ひょっこりひょうたん島が漂流することの意
味がよくわからないようでした!） 動く島の動力はフィルム
ケース。重しの 5 円玉の数を調節し
てスピード可変。アイデアマン本領
発揮のゲームアイテムです。この凝
りよう、しかけのすごさ、実物の面
白みは筆者の説明力の限界を超え
ています。是非、機会あれば交流会
に足を運んでみてください。
実際のゲームの様子はというと、始めのうちは、風船を投げ
る力の加減が難しいようで、なかなか島のうえに乗せることが
できませんでしたが、徐々に様子が分かってきてどなたも良い
調子。お手製の点数ボードで得点を競いワイワイと盛り上がり
ました。長野さんの誰にでもできる手作り創作系活動ゲーム。
またアイデア満載でお願いします！

◇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＞
〇むくみがひどかったが服薬でむくみが取れ血圧も下がった。
〇包括支援センターに相談へ行き要介護１となった。
〇辻褄の合わない話をすることが多い。外に出ているとき相変わらず帰宅願望が強くある。
〇田植えツアーの時にトイレがわからなくなってしまった様子だった。普段と環境が違うと混
乱するようだ。
〇毎朝その日の日課を聞いて楽しみにしている。火木土はデイサービス、水金は障害支援サー
ビスの移動支援を使い散歩や買い物に行っている。
〇元々寡黙な人。活字を目で追っているが、どこまで理解しているかはわからない。
〇便失禁は少なくなった。リハビリの効果がでているのだと思う。
〇夏に精神科・内科の病院へ転院する予定。右膝が動かない。薬の副作用から嚥下障害、経鼻
経管栄養になった。拘束は解かれて車椅子も利用している。他の人から声をかけられるのが
うるさくて嫌のようだ。
〇毎週、きちんと仕事（認知症本人の就労試行プロジェクト）に行っている。「注文をまちが
える料理店」プロジェクトにもウエイトレスとして参加することになり、現在は落ち着いた
状態である。
〇生きていても仕方ない、などと口にしていたが、いまは落ち着いており言わなくなった。
〇形状認識は落ちている。トイレの鍵など自宅以外ではわからない。思い込みが強く、自分が
納得しないと動作に移らず、返事だけして立ち往生してしまうこともある。
〇初参加。定年後に発症して現在 70 代。週２回デイへ。ショートステイは一度行って印象が
良くなかったようで行きたがらない。囲碁が趣味で、デイでしている。外に出ること好きで、
すぐ外に出ていき自主的に道の掃除をしたりしている。勝手に近所の木を切ったり草むしり
をしたりしてしまうので困ることもある。
⇒他家族からの意見：損害賠償ということがあるかもしれないので損害保険に加入してお
いた方がよい。認知症保険、都民生協もあるのでぜひ検討をしてみてはどうか。
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＜病院、クリニックとの付き合い方＞
〇認知症に理解のない病院にかかり診療が大変だったとのことだったが、野方に認知症でも診
てくれるクリニックの先生がいる。一度行って診てもらってはどうか。
〇激動の３か月だった。施設から認知症専門デイに行かれるということを利点として捉えて決
めた住宅型ホームだったのに、デイから通所を断られてしまった。４月から病院へ入院した。
入浴、着替えはしてくれるが、夜はナースステーション近くの廊下にベッドを置かれている。
今回薬の調整ということで入院したが、向精神薬で別の副作用が出たようで、薬は飲ませな
い方がよかったかと思っている。
〇書類上は 11 か月間病院にいられるとのことだが、二人部屋だと差額ベッド代が月 30 万円
かかる。入院して治っても家に帰って来られるわけではない。入院させてよかったのかどう
か。面会に行くと帰りたいと言われ、行くのが辛い。
〇家族はずっと見てきているのでわかっているが、病院は全てがわかるわけではない。病院の
対応については、どうしても事故対策、感染対策に重点がおかれるところがある。向精神薬
の過度の使用については厚労省からお達しが来ているはず。大病院は良さもある。メモを置
くなどしてナースとうまく付き合うのも大切だと思う。
＜本人と向き合うなかで＞
〇ある日、タガが外れてわあわあ泣いてしまい自分でもびっくりした。妻が逆に慰めてくれた。
我に返り笑ってしまった。
⇒介護者の感情の爆発はありだと思う。介護者の精神的ケアも必要である。
〇家族自身の健康管理のためにもこういう家族会の場は大切だと思う。
〇ライフレビュー（思い出のアルバムつくり）を始めた。妻は最初のうち嫌がっていたが、実
際に始まってからは楽しんでいる様子である。丁寧な取材のなかで、自分の知らなかった昔
の記録なども出て来て新たな発見があり驚いた。自分としても作ってよかったと思う。

■はみ出し企第一弾：ワクワク田植え体験ツアーin 佐野相場田んぼ
（５月７日、栃木県佐野市、本人２名含む１２名参加）
当日は連休最後の日曜日。皆の日頃の行いの
成果で青空の見える天気です。参加人数少なめ
ということで、今回はマイクロバスより少し小
さいハイエースコミューター１５人乗りでのお
出かけです。ご案内はいつものちーたー観光、マ
イクセット持参でガイドが同乗。“おもてなし”
第一でお相手させていただきます！
田植えツアーも今回で４回目となりました。
ちいたび会のために他の田んぼの管理とは別扱
いで受け入れてくれている相場ご夫妻に本当に感謝です。連休最後の日曜日という
ことで混雑もなく、安全運転で東北道をひた走り順調に佐野相場宅に到着。
あら、相場宅のお庭に新客。
“名古屋コーチン”と“岡崎おうはん”のひよこです！
かわいい。一羽足が伸びたきりの子がいてみんな心配そうに見ていました。最近、
イノシシと鹿を捕ったという話を相場さんがし
てくれました。家のすぐ近くに出没して罠にかか
ったそうです。写真も見せてもらいました。最近
は出没事例が多く役場でも駆除のため捕獲を促
しているようです。それもこれも都会とは異なる
状況、風景に一同様々に感じている様子でした。
さあ田植え開始です。今年も機械植えと手植え
とを体験しました。機械植えは相場さんがついて
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指導くれるので、初めての人でも大丈夫。Ｓさんも挑
戦しうまく出来ました。Ｍさんも緊張の面持ちで挑
戦。力み過ぎてみんなちょっと曲がってしまうのです
が、秋に行けば問題ないことがわかります。手植えこ
そ田植えの醍醐味とばかり頑張る人も数人。明日もし
くは明後日の筋肉痛必至でしょう。
奥様お手製のニンニク漬けや紫蘇ジュースなどを
いただいてしばし談笑した後、いつものおそば屋さん
で美味しいお蕎麦、うどん、天ぷら（ちょっとビールも）をいただきました。その
後ワラビ摘みを楽しみ、道すがらノビルもたくさん採れました。椎茸の榾木がたく
さんあるところの見学もさせてもらいました。
お土産に世界で一番辛～い唐辛子“ジョロキア”を粉末にしたものを分けていた
だきました。触った手で目をこすったり、粘膜に触れたりすると大変なことになる
そうです！ネットで調べるとかなり高価なものです。他にも“うど”も掘らせても
らったり本当に盛りだくさんでした。相場さん、今年も大変お世話になりました。
９月の稲刈りもよろしくお願いします！
■若年認知症カフェ「ちーたーひろば」
（５月６日、ちいたび会事務所、本人スタッフ１名含むスタッフ８名、お客様１３名）
今回が２回目の開催。初回の４月の時は、景気づけに多くの
人が訪れてくれて、てんやわんやの賑わいでしたが、今回は少
し落ち着いた感じでした。当カフェでは認知症の本人も接客
や料理のできるところにスタッフとして参加してもらうこと
にしています。Ｓさんには今回、クッキーつくり（試作）と接
客を担当してもらいました。感想はと尋ねると、ちょっと疲れ
るけど毎回やってもよいよと笑顔で応えてくれました。
ちーたーひろばの一番の売りはドリップコーヒー。スタッ
フの川村さんが高齢者会館でコーヒー担当を長く経験してき
たプロさながらの手さばきでコーヒーを入れてくれます。ど
なたも本当においしいとおっしゃ
ってくださいます。値段はクッキー
がついて３００円。ちらし寿司など
食事メニュー５００円もあります。
デザートには「中野の逸品グランプリ」にも選ばれたフルーツア
ーティスト®平野泰三作「フルーツゼリー」はいかがでしょう。
（お店“サンフルール”まで行か
なくても食べられると好評です。）
知り合いの来店が一番多いですがフリーの人も参加し
てくれました。聞くと近所に住む介護職の方で店頭のポス
ターを見て、とのこと。コーヒーを飲んでお話ししました。
また川村さんの知り合いのご夫婦（夫が本人）も見え、旅
行に行かれるなら入会したいとお話しされました。（その
後交流会に参加、入会）。店内の様子を見てみると、自然に
介護や認知症の話題での会話が無理なく交わされている
ようです。認知症カフェを謳っていますのでそれなりに関
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心を持った人が集まるのでしょう。とても穏やかな感じの店内の雰囲気で、開店してよか
ったなと手ごたえを感じています。みなさんもぜひ足を運んでみてください。
当面、月１回第一土曜日の開店ですが、デイサービスの関係などで平日の方が都合のよ
い人もいるでしょうから、平日も月１回程度は開店したい考えています。またお手伝いス
タッフがいればもっと多くの日にやりたいと思っています。スタッフとしての参加に興味
ある方も是非お声がけください。

■第四期通常総会 （５月２８日、鷺宮区民活動センター、委任状含む２１名参加）
巻島理事が司会、理事長が議長を務めて当会４回目の通常総会が進められました。
平成２８年度の活動報告、決算報告について事務局長から説明があったのち、監査
報告があり承認されました。続いて平成２９年度の活動計画案、予算案が審議され
一部修正のうえ理事会に申し送りされました。また、尾花義春さんの役員就任が承
認されました。
質疑の中では、会報誌の発行コスト低減に関する課題、副理事長立替金の解消と
その原因となっている会計処理や事務処理の分担化の課題など来年度に向けた運営
事務の見直し事項に関する指摘、また、本人の症状進行により交流会等に来ること
ができなくなった会員への訪問や声掛けなどのフォロー充実等、本人・家族の立場
を考えた会の運営に対する必要性や期待についての意見など、活発な意見交換が行
われました。当日の配付資料、議事録についてはホームページに掲載していますの
でご覧ください。
■ちいたびサロン
◇第６１回サロン（５月２０日、ちいたび会事務所、５名参加）
手作りサロン“ちいたびサロン”では、ビーズ細工のアクセサリーやエコたわしを作っ
ています。これらの作品はボランティア団体の合同展示会な
どで販売して売上金を活動資金として活用しています。最近
好評なのがエコたわし、アクリル毛糸を使って編んだもので
洗剤なしで食器などが洗えます。他の団体などでも作ってい
ますが、ちいたび会のものは自分で言うのもなんですが、デ
ザイン・色合い・仕上げ、どれをとっても高品質なものと自
負しています。これで２個３００円はお買い得だと思います。
ぜひご購入を！作り手も募集中です！
※拡大理事会は総会前のためお休みしました。
好評のエコたわし！

■その他
◇全国若年認知症家族会・支援者連絡協議会総会、全体会（５月２０日、理事長参加）
全国協議会には全国４７の団体が加盟しています。首都大学東京荒川キャンパスにて総
会があり理事長が参加しました。ちいたび会は昨年加入し初めての参加でした。各団体の
活動の様子を聞くことができました。本年２月には目黒で「若年認知症フォーラム」があ
りちいたび会も出展しましたが、今後も相互交流の機会としていければと思います。

＜＜ 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。
※お気軽にご参加ください。毎月、ちいたびサロンの後に開催しています。
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＜ みんなで出かけよう！ ＞
■はみだし企画その２：夏はバーベキューだ！！
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：早くも収穫、ワクワク稲刈りツアーin 佐野

昨年のバーベキューの様子

日 時：９月３日（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４ 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」 好評オープン！ ６月３日、７月１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、６月１７日、７月１５日、８月１９日、９月 16 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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通常総会にて

【次回月例交流会（６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。

お楽しみイベントは、「今年も元気に Let's チアー(^^♪」 協力：Platinum Sprites の皆さん
６月１０日(土)１４時 から 「マイルドハート高円寺」 １階地域交流スペース にて
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
・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」地域交流スペース
（１階入口の向かって左側にあります。）
（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/

事務局の窓 「ちーたー時速 100ｋｍ！！」 Vol.４６
５月は通常総会あり、田植えもありと盛りだくさんのひと月で
した。事務処理についてはどうしても後に後にと先送りしてしま
い、総会を前にこの時期に事務作業が集中してしまうという悪循
環の繰り返し。毎年反省しきりですが改善できていません。言い
訳してないで頑張ります！ カフェが順調な滑り出しです。毎回
新たな出会いや広がりがあります。やってよかったなと手ごたえ
感じています。ゆったりと過ごせる空間に育てたいです。（ ）

♪ 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
若年認知症交流会小さな旅人たちの会

編集・発行
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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