―― ８ 月 号 の 内 容 ――
経過報告
◇７月の月例交流会
《お楽しみイベント》
「ライブ！津軽三味線と篠笛の午後」
演奏：ロマンライブスのお二人
《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、公的支援サービス活用対策など
《本人組お楽しみタイム》 「バルーンアーチェリーでリンゴを落とせ！」 ほか

今後の予定
月例交流会（8/12、9/9、10/14、11/11、12/9、2/12） 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」
（8/5(土)、8/23(水)）第１土曜日 ○
手づくりサロン「ちいたびサロン」（8/19、9/16、10/21） 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
７月１日、８月５日、９月 2 日 どうぞご利用ください。
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ちいたび会

＜＜ 経 過 報 告 ＞＞
■７月交流会の様子（７月８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、学生４名、ゲスト２名、見学５０名含む８０名参加）

◆お楽しみイベント「津軽三味線と篠笛の素敵な午後」 演奏：ロマンライブスのお二人
ゲストは巻島理事ご紹介の津軽三味線奏者の
タニカワさんと篠笛奏者の井藤さん。絶妙な楽器
の組み合わせで、津軽民謡から始まり、ベンチャ
ーズ（テケテケテケ♪）、美空ひばり、ジャズ、オ
リジナル曲、最後はもちろん津軽じょんがら節、
などなど幅広いジャンルの曲を演奏してくれま
した。
「ハナミズキ」をみんなで歌い、アンコール
には「情熱大陸」も楽しませてくれました。
いつもお世話になっているマイルドハート高
ロマンライブスのお二人と満員御礼の場内
円寺の特養の入所者さんや障害施設の利用者さんにも
声掛けしポスターなどでもご案内したところ、当日な
んと 50 名ほどの方が来てくださり、満席状態の観客で
した！ 一緒に盛り上がってくれて、“川の流れのよう
に”をもう一度聴きたいとのリクエストが上がるほど。
津軽三味線は叩くように弾くのが特徴との言葉のと
おり、力強い音色が会場に響き渡り、哀愁を帯びた篠
笛と相まって 80 人全員を魅了しました。
演奏してくれたお二人はともに福井県出身で高校の同級生とのこと。懇親会に参加して
くれて、同じ福井出身の澤本さんと福井弁での交流も。ボランティア活動にも理解がある
お二人。また来てくださいねとお願いし、快く返事をしてくれました。

◆お誕生日会＆みんなで歌おう！、そして後半
７月のお誕生日会は、Ｍさん、Ｉさんとゲストのタニカワさん。いつも通り髙山さんの
ピアノ伴奏でハッピーバースデイ３回熱唱(^^♪。
今月のみんなで歌おう！の選曲は、Ｓさんリクエストの「涙そうそう」
「さとうきび畑」。
奥様が好きな曲ということでご夫妻にマイクを渡して一緒に歌ってもらいました。

◇本人組お楽しみタイム！

的のオンパレード

交流会後半は、本人組と家族組に分かれての活動で
す。本人組は今回もスポーツボランティア長野さんの
アイディア炸裂！ 題して「バルーンアーチェリーで
リンゴを落とせ！」。そして盛り上げ役は、集団ゲー
ムの達人、佐久間さんです。バルーンって可愛い動物
を作るだけではなく、とても応用範囲が広いものだと
ちいたび会での活用方法を見て感じます。時にエアホッケーのコー
ナーガードとして、またスプーンリレーのスプーン替わりとして、
そして今回は、弓と矢に変身です！様子は写真を見てのとおりです。
的も怪獣？、ハート、ウイリアムテル（王女は・・・）、これで盛り
上がらないわけがありません。さて、みなさん基本的に弓と矢を使
うことが好きみたいです。真剣に狙いを定めてお見事命中！ 他の人
も次々に鋭い勢いの矢を放ちます。最近入会したＩさんはもしかしたら経験があるのかも
しれません。とても上手でした。楽しい時間はあっという間に過ぎてお楽しみタイム終了。
８月は、
「バルーン迷路、ひまわり畑を抜けろ！」です。お楽しみに。
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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、１１名で近況報告、情報交換を行いました。
（上智
大生２名も参加）
～家族交流会であったお話から～
＜最近の状況、本人の様子＞
〇不安が強く一人でいられなくなった。また、気遣いができなくなった。夕方缶ビールを２本
持って犬を連れて公園に行くのが日課で、そうするようになったら帰宅願望がなくなった。
〇認知症社会参加プロジェクト「注文をまちがえる料理店」でピアノを弾いてから好調。わか
りやすいものにしたら、着替えも出来るようになった。ピアノは別の曲も練習し始めた。
〇量の感覚が落ちてきた。また、言葉が出にくくなってきたように感じる。
〇引き続き近所に草むしりに一人で出かける。時節柄熱中症や虫さされなど気になっている。
〇２週間位前から歩行が悪くなった。階段は上りより下りが大変。
〇６月末からデイサービスに行き出した。火、木は３時間のデイでヨガなど。水は別のデイで
昼食と入浴。足元がおぼつかない。薬で血圧が低くなったせいか。上が 100 を切ることも。
〇火、木、金は若年性認知症専門デイ「いきいき」へ通っている。別のデイに見学に行ったが、
高齢者ばかりで本人が嫌がった。
＜次の施設、病院への移行など＞
〇次の行く先を探している。病院か有料ホームか。
〇ポタージュ、とろみをつけた麦茶、ゼリーなどは口からも食べられる。経鼻経管と併用の状
態にある。経管の方を先にするとお腹がいっぱいになり口から食べなくなるのに、病院では
先に経管をすることがある。
⇒拘束があり動かないと経管ということになるのだと思う。やっと治療ができるようにな
った状態。尾花さんが面会に行ったらとても喜んでいた。
〇７月あたまに病院を退院、一泊だけ家に帰り翌日に練馬区の介護型有料老人ホームへ入所し
た。病院の前の住宅型の施設はよく調べて選択したつもりだったが、実際に入ってみたら失
敗だった。病院は看護師が心得ていて入浴や着替えもさせてくれたが、ベッドは廊下（ナー
スステーションのそば）で寝かされていた。この間、病院２ヶ所、施設２ヶ所を経験したの
で、いろいろ詳しくなった。現在は特養待ち。
〇薬は最初の病院の時のものに戻った。歩けるが首が垂れているので視野が狭いのだろう。食
事は全介助の状態。面会に行くと「帰りたい」と言われるので辛い。
＜高まっていく困難度＞
〇自分ができないのが嫌らしい。入浴を嫌がる。
⇒ヘルパーと銭湯に行くとか早めの対応が必要、訪問看護師活用を検討してもよいのでは。
⇒シャワーの水流がマイルドになる「マイクロバブルシャワーヘッド」がよい。
〇トイレも難しくなってきた。下痢をするとパニックになる。先日はトイレのゴミ箱にしてあった。
⇒うちも脱衣場でしていた。
〇トイレに入って鍵がわからなくなってしまう。
⇒場所が変わるとわからなくなる。
⇒視覚障害者のヘルプの際には、ドアに足を入れて鍵をかけさせず対応していた。
〇若年性認知症は体の機能低下と認知機能低下のバランスが悪いことがあり難しい。
〇病院や事業所は若年性認知症向きではないところはあるが、対決姿勢ではなく専門職を育て
るという気持ちで接するとよい。質問はシンプルにするのがよいと思う。
＜熱中症対策＞
〇水分、塩分をとり、熱中症に注意して。
⇒脱水は、水、ミネラル、両方の不足があるので、水とミネラルをバランスよく摂るように。
〇うちも熱中症は心配。夜自室の冷房を消してしまう。リモコン操作は自分ではできない。
⇒本人は寒く感じているのではないか。
＜その他＞
〇それぞれ病名は違っても 10 年後はほぼ同じになる。先輩家族の情報は大事である。
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■若年認知症カフェ「ちーたーひろば」

（ちいたび会事務所）
（７月１日、土曜日開催、本人スタッフ１名含むスタッフ７名、お客様２４名）
（７月 19 日、平日開催、本人スタッフ１名含むスタッフ５名、お客様８名）

７月３日は４回目の土曜日のカフェ開催。開店当初の満員
状態が少し解消し、常連さんも出来、フリーのお客さんもあ
りと、少し落ち着いて話が出来るようになってきました。手
作りのランチ（チラシ寿司とお吸い物）、豆を挽いていれるド
リップコーヒー、
「中野の逸品」フルーツゼリー（今月は初夏
の果物さくらんぼ入り）、みんな美味しいと大好評です。
７月 19 日は、平日であればデイサービスやショートステ
イを利用して参加しやすい人もいるだろうということで初
開店時は、にぎやかに飾り付け
めて水曜日に開催しました。甲斐あって、久しく交流会に参
加の難しかった会員のＴさんが来てくれてゆっくり話をすることができました。また、こ
の日は新ランチメニュー「カレーライス」も登場！美味しいと評判でした。
平日開催日は８月以降も継続します。８月の開催は 5 日(土)、23 日(水)となります。

■第 63 回手作りサロン“ちいたびサロン”
（７月 15 日、ちいたび会事務所、６名参加）
昼食はそうめんを作って食べました。薬味たっぷり、かき揚げ、紅しょうがの天ぷら、
モロヘイヤのお浸しもついて満腹です。石井さん差し入れの紫蘇ジュースに冷やし飴、と
ても美味でした。
長野さんが次回交流会でのゲームの進行案を持って遊びにきてくれました。黄色いバル
ーンを使った迷路で使うヒマワリを模したパーツの試作品も持参。当日が楽しみです。
各人、石井さんはちーたーの顔ビーズ細工に挑戦。澤本さんは帽子留め作り。Ｋ子さん
と理事長はエコたわしの袋詰め、シュレッダー。それぞれ作業に頑張りました。

■拡大理事会 （７月１５日、ちいたび会事務所、７名参加）
○７月交流会の振り返りと今後の交流会企画について
・特養の利用者さんとも交流ができてよかった。
・会の始まりの時に、あらかじめ本人とサポーターのペアを決めておくルールが、最近徹底でき
ていないように思う。開始時に学生さん含めてペアリングを明確にすることの徹底を図る。

※次回の拡大理事会

８月１９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
◇若年性認知症への理解と支援の輪づくり講演会 2017 の日程、会場が決まりました。
中野区医師会の後援を得られることとなり、会場をお借りできることになりました。感
謝するとともに地域理解の促進、専門職等との連携の推進のため、しっかり機会を活かし
ていきたいと思います。ぜひとも日程調整のうえご参加をお願いします。
日時：平成２９年１２月３日（日） 14 時～16 時 40 分（開場 13 時 30 分）
会場：中野区医師会館３階会議室 中野区中野 2-27-17 中野駅南口から徒歩 3 分
内容：第一部：基調講演「若年性認知症を支える地域の力」
講師：若年認知症グループどんどん 代表 中川和子
第二部：シンポジウム「家族にも専門職にも知ってもらいたい家族会の声」
座長：髙橋正彦医師（クリニック医庵たまプラーザ院長）
パネラー：芦刈伊世子医師（中野区地域連携型認知症疾患医療センター長）
他若年認知症家族会、介護家族 （敬称略、登壇者は調整中）
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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！ 8 月 5 日(土)、8 月 23 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

■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、8 月 19 日、9 月 16 日、10 月 21 日、11 月 18 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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新ランチメニュー「カレー」

【次回月例交流会（８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。
8 月 12 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
交流会の前半は勉強会 「安全・安心な生活のために
～自転車のルール、振り込め詐欺、迷子になった時」
協力：野方警察署ふれあいポリス
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
本人お楽しみタイム：みんなで遊ぼう「バルーン迷路、ひまわり畑を抜けろ！」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.４８
若年認知症カフェ「ちーたーひろば」は、大和町のメインスト
リート“大和町中央通り”に面していてそれなりに目立つようで、
店内にいると中の様子が気になってチラ見する人とよく目が合い
ます。お蔭さまでカフェが機会となりご縁が拡がったケースも出
てきました。平日に外に出やすい人を想定して開催日を増やしま
した。無理せず月２回のみの開催ですが、ぜひご来店を。（ ）

♪ 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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