―― １１ 月 号 の 内 容 ――
経過報告
◇１０月の月例交流会
《お楽しみイベント》
みんな同世代。懐かしい音楽を聴こう、歌おう♪
協力：沼本さん、Stoned Soul Picnic のみなさん
《お誕生日会・みんなで歌おう！》
《家族交流会》 最近の様子、情報交換、アドバイスなど
《本人組お楽しみタイム》
「ボッチャ」
、一緒に遊びましょ！
◇はみ出し企画第４弾“龍勢まつり泊りがけ旅行 in 秩父”
◇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（11／11、12／9、2/10、4/14） 毎月第２土曜日開催！ ※1 月,3 月は旅行会
若年認知症カフェ「ちーたーひろば」（11/4(土)、11/14(火)） 第１土曜日＋平日開催
手づくりサロン「ちいたびサロン」（11/18、12/16） 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
11 月 4 日、12 月 2 日、1 月 6 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 ＞＞
■１０月交流会の様子
（１０月１４日、マイルドハート高円寺２階交流室、本人４名、見学３名含む２６名参加）

◆お楽しみイベント 「みんな同世代。懐かしい音楽を聴こう、歌おう♪」
協力：沼本さん、Stoned Soul Picnic のみなさん
家族会員の沼本さんがミュージシャンということ
で、今回お仲間と一緒に演奏をお願いしました。ビ
ートルズ他 1950 年代中心の懐かしい曲（全部英語）
に、皆さん「あの頃」を思い出して聴き入っていまし
た。最後にみんなで「Country road」とアンコール
曲「涙そうそう」を歌い、ひと時ライブハウス化した
会場でのミニコンサートは大いに盛り上がりました。
この日は桃園町会の中山会長、朝倉さん、杉並区
地域包括ケア推進担当課長の山崎さんも見学に駆け
つけてくれて一緒に楽しみました。
〔当日の曲目〕
1.Georgy girl／The Seekers(1966)
2.Have you ever seen the rain／C.C.R(1971)
3.500miles／PPM(1962)
4.In my life／The Beatles(1965)
5.Black bird／The Beatles(1968)
6.By the time I get to Phoenix／Glen Campbel(1967)
7.Will you still love me tomorrow／Carol King(1971)
8.Country road／John Denver(1971)

◆お誕生日会！、そして後半
お誕生日会はハッピーバースデイ３回(^^♪。
１０月生まれは川村さん、五十嵐さんと山田さんの
お三方。みんなでお祝いした後、高山さんの素敵なピ
アノ演奏をＢＧＭにケーキ＆ティータイム。

◇本人組お楽しみタイム！
「ボッチャ」、一緒に遊びましょ！
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、バルーン長野さん考案の「ボッチャ」を
応用したゲームで楽しみました。
ボッチャは障害者スポーツの一つで、ボールを投げ転がしてジ
ャックボールと呼ばれる的に如何に近付けるかを競う、冬季五輪
競技のカーリングを連想させるゲームですが、みんなが簡単に楽
しめるよう長野さんがアレンジしてくれました。
ボッチャの球は直径 10 ㎝弱、重さ 300ｇ弱で、落としても余り
弾まない、大きさの割に重みを感じる革製のボールです。この球
を使って、床に球を転がして一定の範囲内に球を停めると得点で
きるゲーム（力の加減が難しい）や、発射レールを使ってボール
を転がして的に当てるゲームなど、長野さんのアイデアいっぱい
のゲームの数々を楽しみました。
長野さんの廃品利用の手作りの的は勢い余って的がひっくり返
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誕生日おめでとう！！

るとマイナス得点が表示されるという凝りよう（的の裏
にマイナス得点が書いてある）。そんな楽しい仕掛けもあ
り、また、みなさん次第に要領を得てゲームは接戦とな
り、一投ごとにキャーキャーと大いに盛り上がりました。

◇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～
球を発射レールから転がして的に当てるゲーム
＜最近の状況、本人の様子＞
○トイレの失敗が増えてきて紙パンツを使用。引き続き血圧が低い状態であるが、立ち眩みの
症状はなくなった。食欲はある。アリセプトと心臓の薬を服用している。
○見当識があいまいになり、こちらの言うことが理解できずコミュニケーションがとれないこ
とがある。朝起床時に混乱することもある。
○最近、食べ方がわからなくなった様子で困っている。今度ケアマネ、包括、いきいき合同の
カンファランスすることになっている。
○難病指定の医療療養型病院へ転院することにした。リハビリテーション科と内科。近くに精
神科もある。面会時間が７～２０時と長い。現在は経管栄養の状態だが、経口にできるかも
しれない。
○元気で近所に出掛けている。先日、草むしりに行って虫に刺され腫れた。
＜本人への対応＞
○知らない間に外に出てしまうことで困っていたが、門に鍵を付けたら出なくなった、先日玄
関先で転び鎖骨を骨折してしまった。
○便意はあると思うのだがトイレの便器になかなか座ってくれない。
⇒トイレにちゃんと座らせる手段として孫の写真をドアに貼る、という手もある。
⇒排便のリズム等をデイの職員にも伝えるとよい。
○ここ数カ月で症状が進んだ。鏡の中に友達がいる、と言う。自分が夜仕事をしていると起き
てくる。本人が夜にしっかり眠るように睡眠導入剤の使用を勧められた。
⇒眠剤の使用は主治医とも相談しながら慎重に。
⇒症状が進むとどこかのタイミングで施設利用も想定しないといけなくなるときが来る。
本人は高齢者の施設に違和感があるだろうが、今のうちに徐々に慣れていくようにサービ
ス利用もしていった方がよい。ショートステイの利用も検討をすべき。
○要介護３になった。現在は８０代半ばの母が昼間に本人の面倒を見てくれているのだが、先
日転んでからその母の様子がおかしくなった。２人で認知症になったらどうしよう。
○骨折は次のリスクが高い。転倒したら、硬膜下血腫も考えること。
＜情報交換の大切さ＞
○若年性認知症の人も徐々に年を取り、問題が複雑化していく。この場での情報交換はとても
大切である。
○通っていた認知症の病院の主治医が定年でいなくなると急に言われて困っている。
⇒浴風会病院はどうだろうか。うちもそこに替わった。まず病院へ相談を。
⇒良い病院（医師）の目安は、１通院が便利、２生活指導をしてくれる、３いざと言う時す
ぐ入院や入所ができる。その点、あしかりクリニックはお薦めである。浴風会病院の須貝医
師も来ている。
＜持てる能力を活かした社会との接点づくり＞
○「注文をまちがえる料理店プロジェクト」に参加してピアノを演奏した。本人の様子は参加
した時点まではとても好調だったが、その後落ちた。疲れもあったのだと思う。トイレの失
敗、通勤途中の迷子、自転車の転倒などもあった。仕事を２時間に短縮して回復を図った。
はみ出し旅行（秩父一泊二日）あたりから、またよくなった。現在はピアノも弾ける。
○ちいたび会の紹介で仕事に行けるようになって。それが「料理店」につながり、ピアノが弾
けたことで自信がついた。
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■はみ出し企第４弾：龍勢まつり泊りがけ旅行 in 埼玉県秩父市
（１０月７日(土)８日(日)一泊二日、秩父市吉田ほか、本人４名含む１４名参加）
今年の龍勢まつり見学は、趣向を変えてバンガ
ローでの自炊とし、有志参加のはみ出し企画の形
で実施しました。
（宴会場を押さえての宿泊旅行会
は同じく埼玉県の寄居に１月に出掛けます。そち
らもぜひご参加を！温泉もありますよ！）
さて、今回は参加人数も少なめでしたので、レ
ンタカー代が節約できるからとマイクロバスをキ
ャンセルして少し小さい１４人乗りの車を借りる
こととしました。ところがこれが全くの浅知恵で、
龍勢まつり見学は例年桟敷席用のござ、椅子、テ
ーブル、コンロ、飲み物等々を自前で持ち込んで
の行程だということを全く考慮していませんでし
た。結果としてこの荷物どこに乗せるの？状態。
必要最低限の荷物に絞り込んだものの車内はみ
んなが膝に荷物をのせ足の踏み場もない状況に。
エコノミー症候群の方がこれよりましでしょう
という様子でしたが、みなさん優しく我慢してく
れました。本当に狭くてすみませんでした。
超密集ながらも和気藹々、元気に車は走ります。あまり渋滞にも巻き込まれず、午前中
のうちには長瀞に到着。朝に降っていた雨もどうにかあがってくれました。前日からの雨
で運航中止を心配した川下りですが、最近水不足の状態だったらしく逆に雨が降ったので
水かさが増え実施できたとのこと。初体験の人も多い荒川上流での「長瀞ライン下り」の
いかだに乗船。途中波しぶきの上がる個所もあり、ビニールをかぶって「きゃー」。
「瀞」とは流れの静かなこと、と船
頭さんに教わりました。動物の形に
見える奇岩など見どころを案内して
もらいながら終着点に到着。あっと
いう間でしたが楽しめました。
長瀞では地元のふれあいフェスタ
をやっていて、熱気球に乗ってみた
人も。美味しいキノコのつけそばを
食べた後、龍勢まつりの会場となる
龍勢会館、椋神社を経て宿泊地である吉田元気村に到着。吉田元気村は合角ダムの麓にひ
ろがるキャンプ場、入浴施設、体育館などのある施設。入浴してから、途中で買い出しし
てきた食材を調理し夜更けまで大宴会。日付の変わる頃まで飲んでいた人もいたようです。
二日目は朝から龍勢まつり。特に午前中は、雲一つない青空に威勢のよい龍勢が映える
絶好のコンディションでした。余りの天気のよさに日陰のない桟敷席は熱中症危険地帯と
なりましたが、昼食をすませるとみんな元気回復。大荷物を片付けて帰路につきました。
パック旅行では絶対に味わえないバタバタ旅行でしたが参加者のみなさんはいかがでし
たでしょうか。もう少し段取り良くするための工夫・改善はしたいと思いますので、また
懲りずに行きましょう！
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■若年認知症カフェ「ちーたーひろば」
（９月 30 日(土)、ちいたび会事務所、本人１名含むスタッフ８名、お客様１９名）
（10 月 18 日(水)、ちいたび会事務所、本人１名含むスタッフ５名、お客様 ５名）
旅行会の日程と重なった関係で土曜日定例開催分は 9
月末の実施となりました。10 月 18 日は４回目の平日開催
となります。平日開催はお客様の入りも余裕があり、ゆっ
くり話の出来る場となっています。新たな出会いや地域の
常連さんも出来てきた土曜日と平日開催の両方がそれぞ
れ特徴を生かして開催できればと思っています。
ちーたーひろばでは、美味しいドリップコーヒー、フル
ーツゼリーが待っています。食事もできます！認知症関係
の本も自由に読めます。どうぞお気軽にご来店を。
※開催日をもっと増やせたらと考えています。協力してくれるスタッフ大募集中！
◆専用ページを立ち上げました。ぜひご覧ください。 http://chiitabicafe.jp/

■ちいたびサロン
◇第６６回サロン（１０月２１日、ちいたび会事務所、３名参加）
大好評の巾着袋。会員の伊藤さんがたくさん縫っ
てくれた袋にひもを通す作業をして完成させます。
刺し子ふきんの下準備なども行いました。

■拡大理事会（１０月２１日、ちいたび会事務所、
７名参加）
○１０月交流会の振り返りと今後の交流会企画に
ついて
・演奏はライブハウスに行ったようでとてもよかった。
・新しいサポーターも入ったので、改めて介助の基本
手作り市 in あいロード広場にて
勉強会をしてはどうか。⇒実施する。
・１１月交流会は久保田さんの協力でアロマ体験を行う。詳細は理事長が講師と相談する。
・２月交流会の日時・会場は、２月１０日（土）東中野キングス・ガーデンで確定

○旅行会の実施等
・１月のリフレッシュ宿泊旅行会の参加者数をそろそろ固めたい。
・３月いちご狩りは筑波山付近とする。
（いちごの里のむのむ、自然動物公園東筑波ユートピア）
・来年度の交流会で紹介のあったフラダンスの実施を検討する。お楽しみイベントの実施にあた
っては、会場のマイルドハート高円寺の障害施設、高齢者施設利用者にも参加の声をかける。
・10 月のはみ出し旅行会の収支は、備品購入、保険料等を入れると残金少額。⇒寄付扱い

〇運営に関すること
・最近各種案内が遅い。旅行会の案内も遅かった。概要が分かった段階での周知徹底を。
・カフェの収支について、全体収支は少し黒字。マイナスにはなっていないので安心を。
・11 月から帝京平成大学の実習生を受け入れる。カフェ、交流会の連続参加で二人ずつ。
・11 月中旬に中野区長との懇談機会を予定。例年、近況と要望内容をお伝えしている。

○認知症、介護関係の連携ネットワークへの加入
・介護者の会ネットワーク⇒認知症の活動だけではないが都内一円の団体が参加している。縁を
拡げるために加入の方向で打診する
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・中野区オレンジカフェ連絡会が新たに発足する。ちいたび会も参加の意向。三つ折りパンフを
共同作成してＰＲする。
・全国的な活動として広がっている「ＲＵＮ伴（らんとも）
」
（認知症の本人、支援者などがリレ
ーマラソンする活動）について、理解促進活動の一環として区役所や他活動団体などに、中野
区でも実施するよう声掛けをしている。事務局に接触を試みているがなかなか連絡が取れない。

※次回の拡大理事会

１１月１８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。

＜＜ 今 後 の 予 定 ＞＞
■みかん映画会について

１２月２１日（木）
（なかのＺＥＲＯ小ホール）
映画「ケアニン ～あなたでよかった～」 入場料 1,000 円
ちいたび会も参加している「認知症みんなで考える中野ネットワーク」（愛称：みか
ん）で介護をテーマとした作品の上映会を行います。ご参加を。

■若年性認知症の理解と支援の輪づくり講演会 2017

ぜひお越しください！

日時：１２月３日（日）午後２時開演
会場：中野区医師会館３階会議室（中野区中野 2-27-17 中野駅南口徒歩 3 分）
参加費：５００円（資料代として）
（１）テーマ 「若年性認知症を地域で支える」
家族、本人を支えるための地域連携にスポットを当てる。
（２）講演会の内容
第一部:基調講演
「どんどんの活動１０年から見えてきたこと
中川和子氏（若年認知症グループ
「どんどん」代表）
第二部：シンポジウム
「若年性認知症を支える地域の力
～地域連携の可能性を考える」
パネラー
来島みのり氏（東京都多摩若年性認
知症総合支援センター長）
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）
堂迫廣二氏（介護家族）他
○全体コーディネート・座長
高橋正彦医師（クリニック医庵たま
プラーザ院長、土橋カフェで活動）
後援／中野区、杉並区、東京都、
中野区医師会、中野区社会福祉協議会
中野区公益活動助成制度及びアステラス
・スターライトパートナーによる助成を
受けて実施します。
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～川崎市での活動を通じて」

＜一緒に行こう！＞

■リフレッシュ宿泊旅行会 2018 in 埼玉県寄居
一泊二日で出掛けます。秩父神社参拝、秩父まつり会館見学、
宴会付
日 時：2018 年１月１３日(土)１４日(日) 一泊二日
宿泊地：埼玉県寄居町「かんぽの宿寄居」温泉でゆったり！
ます。

■リフレッシュ日帰り旅行会 2018 in 筑波山

前回のいちご狩りの様子

春は恒例のいちご狩り＆動物とのふれあい体験で楽しもう！
日 時：2018 年３月１７日（土）
行き先：いちごの里のむのむ、自然動物公園東筑波ユートピア
マイクロバスで出掛けます。
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 ＞
■若年認知症カフェ「ちーたーひろば」 好評オープン！
１１月４日（第一土曜日開催）、１１月１２日（火曜日、平日開催）
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。
美味しいドリップコーヒー、中野の逸品「フルーツゼリー」
食事（家庭の味カレーライス、炊き込みご飯など）もあります。

認知症カフェに置く、認知症
関連の書籍の寄贈を！
自由に読んでもらおうと思います。

■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、11 月 18 日、12 月 16 日、2018 年 1 月 20 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。
是非一度コーヒーをご賞味あれ

♪ 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
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【次回月例交流会（１１月）のご案内】

※毎月第二土曜日に開催

１１月１１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
「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。
＜交流会当日の流れ＞
○前半は一緒に楽しみ、後半は家族組、本人組に分かれます。
お楽しみイベント：みんなでリラックス「アロマテラピー体験会」
協力：久保田泉さん
（AEAJ 認定アロマテラピーインストラクター・アロマセラピスト、薬剤師）

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階入口を入って左奥にあります。）
（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.５１
若年認知症カフェを始めてから半年がたちました。月一回の土
曜日開催から始めて、平日を一回追加、現在は月２回開催してい
ます。数人の常連さんもでき、カフェの縁からプロモーションビ
デオ作製の話なども出てきました。輪が広がったとの実感を得て
います。大和町中央通りという人通りの多い道に面していること
もあり、店に入らずとも気になっている人は少なくないようです。
できれば開催日を増やしたいと思いますが、ペースを保って継続
し、ゆったり過ごせる空間に育てたいと思います。（ ）

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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