―― ７ 月 号 の 内 容 ――
経過報告
◇６月の月例交流会
《お楽しみイベント》
「今年も元気に Let’s チアー(^^♪)」 協力：チアダンスチーム Platinum Sprites
《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、公的支援サービス活用のノウハウなど
《本人組お楽しみタイム》 「座って玉入れ ～結構ワザが必要なのです！」ほか
◇手づくりエコたわし、一緒に作ってみませんか「ちいたびサロン」開催中！

ほか

今後の予定
月例交流会（7／8、8/12、9/9、10/14、11/11、12/9） 毎月第２土曜日開催！
新 平日開催も！
若年認知症カフェ「ちーたーひろば」
（7/1(土)、7/19(水)）第１土曜日 ○
手づくりサロン「ちいたびサロン」（7/15、8/19、9/16） 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５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
７月１日、８月５日、９月 2 日 どうぞご利用ください。

（ Vol.45）
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ちいたび会

＜＜ 経 過 報 告 ＞＞
■６月交流会の様子（６月１０日、マイルドハート高円寺１階地域交流スペース、
本人５名、ゲスト１３名、学生５名、見学２名含む４１名参加）

◆お楽しみイベント 「今年も元気に Let’s チアー(^^♪」
好評につき３年目のイベント。Platinum Sprites（プ
ラチナムスプライツ）は社会人チアダンスチームで、今
年は 13 人のメンバーが来てくれました。アップテンポな
曲に合わせて元気な踊りが続きます。メンバー紹介では
それぞれ自己ＰＲと得意技を披露してくれました。聞く
と普段はお仕事、ＯＬさんです。踊るのが大好きで本当
に楽しんで活動していることが伝わってきます。そんな
メンバーの元気ハツラツ、
笑顔いっぱいで見ている
Platinum Sprites のみなさんと Let’s チアー
だけで元気が出ます！途中
からは手渡されたポンポンを振って全員参加。みんなノリノ
リ。とっても元気をもらうことができました。来年もよろし
くお願いします。（はしゃぎ過ぎであとで施設の方からもう
少し控えめに！と教育的指導を受けました。ゴメンナサイ）

◆お誕生日会＆みんなで歌おう！、そして後半
６月のお誕生日会は白岩さんと澤本さんがお誕生日。高山さんの
ピアノ伴奏でハッピーバースデイ♫ おいしいケーキと冷たいお茶
でしばしティータイムを楽しみ、そのあと、髙山さんの伴奏で「あの
素晴らしい愛をもう一度」を全員で歌いました。
髙山さんはいつも、ティータイムの時、一曲ピアノ演奏をプレゼ
ントしてくれます。素敵な音楽を聴きながらの贅沢なティータイム、
高山さんいつもありがとう！

◇本人組お楽しみタイム！

誕生日おめでとう！！

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、「座って玉入れ」佐久間さんのリードで玉入れ
を様々に楽しみました。たかが玉入れと馬鹿にすることな
かれ。座りながらの玉入れはコントロールと距離感の正確
さが求められるのです。オーソドックスな一つのかごにめ
がけて投げて入った数を競うゲーム、二つのサイコロで出
た目の合計の玉で玉入れにチャレンジして競う個人戦な
ど、様々なバリエーションで玉入れを楽しみました。恒例
の“巻き取りゲーム”にも挑戦、盛り上がりのうちにあっ
という間に終了時間。今日はこれまで、また来月！

サイコロの目の合計で持ち玉の数を決めます

◇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＞
〇近所の人は病気だと知っている。近所の他人の敷地に入って勝
手に草取りをしてしまい謝りに行った。
素朴だけど面白い巻き取りゲーム
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〇食欲が落ちた。一緒だと食べるが一人だと食べない。また、ふらつきがあり、先日ターミナ
ル駅の階段で転んでしまった。
⇒利尿剤が効きすぎか。脱水や体の病気の心配もある。
⇒就寝中危ないようなら、ベッド柵のレンタルも利用できる。
〇どこかに置いて分からなくなってしまうことが多くなってきた。携帯をなくし、鍵、財布、
自転車もなくした。携帯は使えなくなった。
〇本人の「家に帰りたい」対策として、夕方犬を連れて公園に行き、二人で缶ビールを飲むこ
とにしている。
〇鏡を見て、友達も行くと言っている、と言う。
⇒鏡などピカピカするものに反応するのは「鏡像現象」、アルツハイマーの特徴の一つで、
通過点である。
〇あなたは誰？ここはどこ？と聞かれ、どう答えたらよいか戸惑っている。
⇒同じことを逆に聞いてみては。丁寧に対応した方がよいが、時には芝居も必要だと思う。
⇒本人の言葉は時にはスルーするのも必要。
〇現在要介護２。特に変わりないが、皮膚を掻いてしまい血が止まりにくい。４年前に発症し
たときはどうしたのかとびっくりした。
〇本人の 20 年来の持病である潰瘍性大腸炎で最近腹痛が増えた。
⇒狭いところにいたり、混乱するほど長くいたりすると腹痛がおきるのでは。
〇薬のせいで嚥下障害、経鼻経管栄養となった。薬を止めて１か月たち、ゼリーなどを口から
食べられるようになった。８月に老健が付いている病院へ転院する予定。
⇒胃ろうしても点滴しても体力の限界はくる。
〇若年性認知症の就労試行プロジェクトに参加し、週５日（１日 2.5 時間）自転車で通勤して
いる。昨年交流会でピアノを弾くのに練習して、やる気が出て自信につながった。今回「注
文をまちがえる料理店」プロジェクトに参加したが、そこでもピアノを弾く機会があり、一
人で練習するようになった。
＜介護サービスの利用など＞
〇包括に行き、ケアマネが決まった。来週デイサービスと小規模多機能施設を見学する予定。
〇デイサービスを増やしたいが受け皿がない。
〇自治体によって介護サービスの横出しもあるので調べてケアマネに相談するとよい。
＜要介護度判定結果など＞
〇要介護１から３になったが、医者は２ではと言うし、３だとサービスの単価が上がるだけで
メリットがないので、区分変更申請も考えている。
⇒情報開示も求めることが出来る。実情をよく調べた方がよい。
⇒今後のことを考えると、区分変更は慎重にした方がよいと思う。
⇒ケアマネに希望を話して、調査員に伝えてもらうようにしたらよい。
〇介護度は中野区では低く出がち。軽度の人は地域で、重度の人には手厚くなっている。区分
変更は難しい。調査員にいかにうまく伝えるか、がポイント。
〇介護認定は必ずしも本人の状況と比例しない。進行度は家族の方が把握している。
〇介護者は生活面だけでなく制度についても正確な知識を持つべき。症状は色々出るが、対応
すれば半年位で変わっていく。
〇７月に新規に介護認定したが、病名が変わると更新はできない。
＜その他＞
〇このような悩みを共有できる場は大切だと感じた。
〇ちいたびに入会して、本人も喜んでいる。

■手づくりエコたわし、一緒に作ってみませんか「ちいたびサロン」
（第６２回開催）
（６月１７日、ちいたび会事務所、５名）
手作りサロン“ちいたびサロン”では、家族、本人が共同作業でビーズアクセサリーな
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どを作っています。最近好評なのがエコたわし。エコたわしづくりは、
デザインや色選び、袋詰め、シール貼りの作業など、本人に手伝って
もらいます。できる人は編み作業にも挑戦。本人にはできないと諦め
ていてもできることは多いものです。Let’s トライ! 作った作品は
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。
次回は、手作り市（中野区南台商店街“みなみ台「夢ひろば」”にて、
7 月 21 日(金)22 日(土)）に出展。2 個 300 円でお買い得、ぜひご購入
を！ 作り手ボランティアも募集中です！

■若年認知症カフェ「ちーたーひろば」
（６月３日、ちいたび会事務所、本人スタッフ１名含むスタッフ７名、お客様２４名）
３回目の開催となります。本人Ｓさんはスタッフとして毎
回参加。クッキーづくりも一緒に手際良くこなします。
開催ごとに新たな接点ができていますが、今回は近所の
クリニックの医師と相談員さんが来てくれました。中野区の
包括から２名、杉並区の包括（ケア２４）からも２名参加が
あり、地域での輪が広がっています。今回からランチのチラ
シずしを手づくりに変更しました。お吸い物とセットで 500
円。おいしいドリップコーヒーと「中野の逸品フルーツゼリ
ー」は欠かさず提供。ぜひ一度お越しください。

カフェのひととき

■拡大理事会 （６月１７日、ちいたび会事務所、７名参加）
○６月交流会の振り返りと今後の交流会企画について
・チアダンスはとてもよかったが予定の 45 分を超過してしまった。次回は事前の時間調整を綿
密に。施設側から音量について指摘があったことを受け、今後の実施時には対策要検討。
・７月交流会は津軽三味線谷川氏に依頼済。マイルドハートの障害施設利用者と特養入所者にも
楽しんでもらえる内容なので施設に連絡してお誘いする。
・９月交流会ではボーリングを予定。サポーターの確保のため上智大生、東洋大 OB に声掛けする。

〇若年認知症カフェ「ちーたーひろば」について
・土曜日の開催でも新たな人との接点が広がっているが、土曜日は来られない人も多いものと思
われる。平日であれば、デイサービスやショートステイを利用し日中動けるという人も多いは
ず。ということで、７月から平日にも開店する。当面、無理せず月１回開催する。
・平日開催の日程は巻島理事中心に調整する。

※次回の拡大理事会

７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。お気軽に参加してご意見
ください。毎月、ちいたびサロンの後に開催しています。

■その他
◇中野区鷺宮地区地域ケア会議（６月２０日、鷺宮すこやか福祉センター、理事長参加）
大和、鷺宮、上鷺宮の３地域に分かれて地域資源についてグループ討議。ちいたび会の
ある大和地域は、介護事業所やデイサービスの数が少なく、社協の「まちなかサロン」も
ない、カフェも「ちーたーひろば」が始まって２か所目という状況とのこと。
◇上智大学社会福祉学科ゼミ講演（６月２１日、上智大学、理事長参加）
上智大生から積極的な打診があり、今年度、学生たちが交流会やサロンに参加してくれ
ています。今回ゼミ全員で若年性認知症について勉強したいと、講演に呼ばれました。20
名ほどの学生が熱心に聞いてくれ、質問も活発にしてくれました。頼もしい限りです。
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＜＜ 今 後 の 予 定 ＞＞
■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！ ７月１日(土)、7 月 19 日(水)
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＆平日
素敵なダンスありがとう！

■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、7 月 15 日、8 月 19 日、9 月 16 日、10 月 21 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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【次回月例交流会（７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。

７月８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
お楽しみイベントは、「ライブ！津軽三味線と篠笛の午後」 協力：ロマンライブスのお二人
太い音色、壮絶なバチさばき、津軽三味線の醍醐味を堪能しましょう。曲目は、津軽じょんがら節、
情熱大陸、TAKE5、島唄、ベンチャーズ、民謡メドレー、はなみずき（みんなで歌う）など。
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、公的支援サービス活用法など
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。参加してみて気に入ったら入会してください。 毎回、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.４７
チアダンスチーム Platinum Sprites は３回目の登場。東中野駅
前広場のイベントで出会って以来協力してもらっています。新メ
ンバーも加わりパワーアップする一方で、回が重なって顔のわか
る方も徐々に増えてきました。本文にもありますが、みなさん本
当に楽しんで踊っているのだろうなあというのがよく伝わってく
るのです。素敵です。今後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
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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