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―― 今 月 号 の 内 容 ――
経過報告
・２月交流会
・他交流会見学記（荒川オヤジの会）
・講演報告（なぎさ和楽苑）
・東洋大学社会福祉学科フィールド活動報告会
・拡大理事会
・その他 中野区主催「公益活動団体交流会」参加
成年後見受託支援団体研修会講師 など
４月交流会のご案内
・車座で語ろう「在宅から施設・病院へ～在宅での介護に限界を感じたとき」
※３月は日帰り旅行会（栃木県佐野）のため交流会はありません。

今後の予定
その他

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

ちいたび会

＜＜ 経 過 報 告 ＞＞
■２月交流会（２月８日、於「マイルドハート高円寺」、１９名参加、天候 雪）
記録的な大雪ということで中止かと思いきや、かかってきた電話は「やります」…。
19 名が集まりました。
会のほうは、予定していたプログラムど
おりに勉強会「社会保険労務士から聞く障
害年金の話」、お楽しみイベント「宝箱～折
り紙で素敵な箱づくり」、そして恒例のお誕
生日会。輪投げも。それからニューフェイス
のコリントゲームも登場です。
講師の村松先生、折り紙先生の大倉さん、
雪の中コリントゲームを持ってきてくれた
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佐久間さん、大感謝です。学生ゼミとしての参加が最後となる学生 2 人も駆けつけて
くれました。ありがとうございました。みなさん帰り道が大変だったようです。お疲
れ様でした！（ちなみに降りやまぬ雪の中、４人が二次会に行ったとか。）
(1) 勉強会 社会保険労務士から聞く障害年金の話
障害年金の受給に向けて（基礎編）と題して、特定
社会保険労務士の村松則子先生にご講義いただきまし
た。
（先生とは中野のタウン誌『おこのみっくす』での
紹介記事が縁となりお願いすることに至りました。）
年金制度は複雑で、どの程度の障害で受給できるの
か、障害基礎年金と老齢基礎年金の関係など一見した
だけでは分かりにくい難物ですが、先生から資料を用
いて細かく説明を受け、まだまだ理解できないながら
も少し知識が増した気がします。医師の診断内容、そして初診日が重要なキーポイン
トになるのだということもわかりました。
活発に質問も出て、終了後の会話では精神障害者保健福祉手帳のことなどにも話が
広がっていました。今後も勉強しつつ、年金制度を含めさまざまな制度を上手に活用
して生活できるよう、個別に確認しあうことができたらと感じました。課題とします。
(2) 恒例のお誕生日会！
雪の中、学生２人がケーキを買ってきてくれまし
た。今回は来月の３月が日帰り旅行会で交流会がな
いため、２か月分を一緒に祝いました。
２月生まれは理事長、小早川さん、尾花さん、３
月生まれは石井さん、巻島さん。合わせて５人です。
（巻島さんは後から参加）
いつもように「ハッピィバースデイトゥユー」の
大合唱の中ケーキのロウソクを吹き消しました！
(3) お楽しみイベント 宝箱～折り紙で素敵な箱づくり
八角形のものなどいろいろな作り方があるようですが、今
回は比較的取り組みやすい８枚の折り紙を使った四角い蓋
付きの箱に挑戦しました。教えていただいたのは会員の大倉
さん。大倉さんは福島県浪江町で被災して現在中野区内に避
難しています。とても手先が器用な方で
楊枝を使って折った米粒くらいの折鶴も
見せてくれました。
みなそれぞれに自分の好みの折り紙を
選び、大倉先生に教わりながら縦に斜めに折っていきます。急に無
口になり真剣な様子。これまでで一番静かな時間だったかもしれま
せん。ちらりと横目で隣の人の進み具合を気にしたりしながら悪戦
苦闘。最終的にはみなさん何とか形にできました。
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(4) お楽しみタイム！
今回は全員参加でのゲーム大会です。前々回から好評の輪投げ
ですが、１本の棒のものと９本棒のものの２種類を用意してみま
した。９本棒のものは棒に点数が割り振っ
てあって合計点を競います。１本棒の方が
入った感動が大きい、９本棒の方が入りや
すくて面白いなど言い合いながら楽しみま
した。今回、佐久間さんが雪の中持ってき
てくれたコリントゲームが初登場。木製ボードに釘が打ってあ
り、球が釘に当たった時にとても軽やかで素敵な音がします。
棒で金属の球を押し出して、パチンコの要領で入った穴の点数
の合計点を競います。素朴なゲームですが周囲の人も思わず声
が出て結構盛り上がりました。
■他交流会見学記（荒川オヤジの会）（２月 16 日、於「荒川区山吹ふれあい館」３名参加）
荒川区山吹ふれあい館に「荒川区男性介護者の会（通称：オヤジの会）」を訪ねまし
た。荒川オヤジの会は妻、両親、兄弟などを介護する男性介護者どうしが情報交換と
励まし合うことを目的として男性介護者、ソーシャルワーカー、訪問看護師が集まり
平成６年にスタートした会で、現在は全国各地の男性介護者グループの立ち上げ支援
も行っているそうです。
昼間のサロンＭと夕方からの定例会の２通りを隔月交互に開催しています。今回は
定例会に参加しました。定例会はセミナー・勉強会などの後に懇親会という構成にな
っていて、今回のテーマは「防災」。備蓄アルファ化米炊き込みご飯の試食、区内介護
用品メーカーによる災害時避難用品の実演紹介、
消防署員による災害対策講話と救護活動体験の
三本立て。どれも内容濃く充実していたことと、
どの題材も区の備蓄物資の活用、地元事業者、
地元消防署というとても地域に密着したもので
あることに感銘しました。
懇親会は勉強会終了後、テーブルを輪にして
同じ会場で行います。先ほどの炊き込みご飯、
オードブル、玉子焼き、漬物、差し入れのおせんべい、アルコールもあります。この会
は設立してから２０年ほど経つわけですが、やはり長く活動が続くだけの引き込む何
かがあるように感じました。それは充実した勉強会を見ても感じますし、会長を務め
る荒川不二夫氏らの懐の深さを匂わす雰囲気からなのかもしれません。
懇親会の進行は、最初は個々に歓談、ある程度興に入ってから順番に近況などを話
していきます。ちなみに男性介護者の会と言っても男性だけが参加しているわけでは
ありません。会長夫人を始め何人もの女性も参加しています。その方々の発言も男性
介護者の発言をより深め、元気づけていました。
男性介護者だからこそ参加して、男性介護者の会だから話をできるのだということ
をとても感じさせる場。落ち着いていながら熱くもある場、とても深くそして笑いも
涙もある魅力的な場、そんなことを感じながら会場を後にしました。オヤジの会のみ
なさまありがとうございました。
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■講演報告（なぎさ和楽苑）（２月２日、於「江戸川区タワーホール船堀」、
理事長パネラー、他２名参加）
セミナー「地域で支えあう若年性認知症」 PART7
～家族支援への取り組み～ 」
セミナーを主催する社会福祉法人東京栄和会は
江戸川区にある「なぎさ和楽苑」の運営法人であり、
社会的使命として若年性認知症に関する先駆的な
取り組みを進めていらっしゃいます。昨年９月に見
学させていただいたことをきっかけにご縁ができ、
今回、セミナーのパネリストとして登壇する機会を
いただきました。
講演会「地域で支えあう若年性認知症 PART7～家族支援への取り組み～」を聴いて
会員 川村達
なぎさ和楽苑主催の表題講演会を聴いた。目的は、パネリストの一人として当会高橋理
事長が出演すること、
「家族支援」この視点での勉強の必要性、さらには外側の立場で長
年の課題であり、いまだ答えの見いだせていない「地域で支えあう」のこと、当会に入会
し内側の立場も加わり、さらに重要性の増したこの課題へのヒントを得るためである。
１．講演「臨床心理学からみた介護家族」
講師・順天堂大学医学部精神医学講座臨床心理士・島崎裕美氏。内容は①介護家族とは
②家族が認知症になること～家族の変化・個人の心理を中心に③家族会④家族支援に必要
なもの⑤“あしたば”の調査から、であった。配布資料を読み返してみると、系統立った
貴重な勉強ができた。
２．パネルディスカッション「家族支援に必要なことは～家族会から見えること～」
３人が発表した。家族会月例開催、旅行を含めた外での行事等の活動は各会共通の内容
である。各会の発表概要は、
【ちいたび会】設立の経緯や交流会・リフレッシュ旅行支援を活動の柱に、４つの観点で
の地域密着型活動を説明（注、４つの内容は、会報１月号３頁掲載のパネル参照を）。
【どんどん】川崎市認知症ネットワーク（市内各区の家族会とボランティア団体の連合会）
の有志が中心となり、２００６年７月設立。川崎市外よりの参加もある。パネリスト
は会長（実父を看取った女性）
。会名は「どんどん仲間になって、どんどん楽しもう」
という意味合いでつけたもの。自主製品の製作・販売を不定期に実施（会場でも販売）
。
川崎市の委託で「認知症コールセンター」事業を運営している。
【あしたば会】２０１２年２月設立。なぎさ和楽苑若年性認知症専門デイサービス利用者
の他、近隣地域の方で家族会を結成。なぎさ和
楽苑が事務局機能を担当。会名は生命力の強い
葉っぱ「あしたば」より採用。パネリストは５
３才の男性。色々なことを思い出されたのであ
ろうか、最初の言葉に詰っておられた。
「同年齢
の妻が５０歳で発症。さらに息子が学校に行か
ない状態とダブルパンチ。自分には勤めもある
し・・」と苦悩を吐露された。家では怒りっぽ
い奥様も施設では笑顔を見せるという。このご
家族に平穏な日々が多くなることを祈念しな
がら、船堀より帰途についた。
以上
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■東洋大学社会福祉学科フィールド活動報告会（２月６日、於「白山キャンパス」
、４名参加）
２月６日に今年度一緒に活動してくれた学生たちの活動報告会がありました。若年
性認知症のこと、会の活動のこと、事例の紹介含め自分たちが感じたことを簡潔にま
とめて発表していました。配布資料、パワーポイントのプレゼン資料の出来栄えも素
晴らしいものでした。

「活動報告会に参加して」
会員 鈴木廣文
ちいたび会にとって東洋大生４人の存在はすでに必要不可欠。何より素晴らしいのはＫ
が読めること。毎月の交流会や旅行に参加して、おじさんやおばさんにうまく融け込んで、
色々な裏方を担ってくれた。彼らのいない交流会は想像できない。立ち上げの一年を何と
か乗り切れるのは４人の活躍あればこそ。先ずは４人に「ありがとう」と言わせて欲しい。
これからも、時間があれば顔を出して下さい。
さて、２月６日白山キャンパスで行われた東洋大学社会学部社会福祉学科のフィールド
活動報告会に参加した。ちいたびを始め、岩手・宮城・福島の支援や都内での県外避難者
支援・特養地域見守り活動・行政の施策に反映させるための知的障害者実態調査など多く
の学生が広範囲なフィールドで活動していたのは驚きだった。多くの学生が福祉の分野に
意識を持ち、しかも明るいことが嬉しい。
その中でちいたびは、そのテーマと一年間活動が継続していたという点で特異なチーム
だったのではないだろうか。
ちいたびチームのレジュメはよくまとまっていた。若年性認知症について、会の目的や
活動、本人・家族・会の変化、課題が彼らの目を通して要領よくまとめられていた。限ら
れた時間の中では言いたいことの１／３も話せなかったのではないかと思うが、緊張して
心臓バクバクで話したことはいい経験になったことだろう。
最後の高橋理事長の挨拶は秀逸だった。一人ひとりの名前をあげながら、それぞれの活
動にありがとうと礼を述べた時には、加山先生がうるっと来たそうだ。

■拡大理事会（２月 15 日、於「ちいたび会事務所」
、８名参加）
定例開催することになって２回目の拡大理事会となります。前の週に引き続いての
大雪の後。湿った雪道の中、靴下を濡らしての参加でした。以下意見の内容です。
＜２月交流会の振り返り＞
○勉強会について
・参加者のレベルはさまざまなので知らない人のレベルに合わせて講義してもらうほうがよ
いのではないか。今後はこちらの状況や要望するレベル、話をしてもらいたい内容をもっ
と具体的に伝えていくようにしてはどうか。
○折り紙での箱つくり
・当然に先生は個別に指導する場面が出てくると思うが、そうすると他の人は先生に聞くこ
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とができなくなってしまう。各テーブルに事前に一回でも作ったことのある人が配置され
ていれば違っていたはず。助手を作って臨むようにしてみてはどうだろうか。
・進度に結構差があり次のゲームに移る際にまだ完成していない人もいた。最後まで作って
よいということにしたが、完成しないと達成感を味わえない性質のものなので、内容が作
業ものの場合はその点を踏まえた進め方を考えていく必要があるのではないか。
○ゲーム大会
・今回は、輪投げ２種、コリントゲーム、折り紙の続き、ということで、好きなものをやっ
てよいという進行だった。盛り沢山に広げ過ぎて盛り上がりに欠けたのではないか。みん
なが一つのものをやると待ち時間が長くなってしまう。ということで両論あり。また、リ
ーダー役の重要性が確認されるとともに、いつもリーダー役の佐久間さんがいるわけでは
ないのでもっと進行を練らなければという話も出ました。輪投げについて、競技用の本格
的なもの（木製と金属製の２種あり）を借りることも可能との提案もありました。
＜今後の企画＞ 来年度の交流会での取り組みについてアイデアを出し合いました。
◇体を動かす系：
・ドッヂビー（ソフトディスクを使用するドッヂボール形式のゲーム）はどうか。その後派
生して、ふうせんバレーボール（直径４０cm のゴムふうせんを使用した全員参加をモット
ーとする新しいバレーボール競技）をやってはどうかと後日に話が膨らみました。
・マイルドハート高円寺の隣の公園を活用してはどうか。
◇創作系：看板つくり（交流会の案内板を手作りで。渋谷区ビースマイルを参考に）
◇料理系：ピザ、生パスタ
◇音楽系：歌（ギター伴奏）
◇外出系：近隣のバーベキューのできる公園等に電車で出かけてはどうか。（昭和記念公園、
所沢など）最近はすべてデリバリーで手ぶらで可能なサービスもある。
◇支援制度等活用編：使える公的支援制度のチェックシートづくりをしてはどうか。＝まず
原案を作ってからみんなで検討しよう。
◇交流会の企画：
・ミニパネルディスカッションをしてみてはどうか。「在宅から施設・病院へ～在宅での介護
に限界を感じた時」パネラーは理事長、橋口さん、若林さんにお願いできないか。（了承）
・その延長線上で、１１月の介護の日のイベントとして受け入れる施設側の話も入れるなど
拡大してやってみてはどうか。
・多種ある介護サービスを紹介する内容も取り上げてはどうか。（１２月頃に予定）

拡大理事会は毎月定例開催しています。
原則、毎月第３土曜日 15 時から、ちいたび会事務所にて。（次回３月 15 日(土)）
交流会の関係者であればどなたでも参加できます。会の運営にご意見ある方みなさ
んの参加をお待ちしています。

■中野区主催「公益活動団体交流会」参加（２月 18 日、於「中野区役所 7 階会議室」
）
中野区内で福祉、子育て、まちの安全・安心など様々な分野で公益活動を行う団体
の方々が参加する交流会が中野区役所で開催され本会からも理事長が参加しました。

■成年後見受託支援団体研修会講師（２月 21 日、於「大井町 きゅりあん」、理事長）
特定非営利活動法人ライフサポート東京の研修会講師としてお声がけいただき、理事
長から若年性認知症、ちいたび会の立上げ等について講義をさせていただきました。ラ
イフサポート東京は品川区を中心に活動し、成年後見人等に法人として就任するなど
不安を抱えておられる方々を広くサポートするための活動をしている法人です。
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＜＜ 今後の予定 ＞＞
■３月 日帰り旅行のご案内
日時：2014 年 3 月 8 日（土）は外に出ます。（日帰り旅行：行き先は栃木県佐野市）
内容：厄除け大師、いちご狩りに佐野ラーメン、アウトレットでお買い物

＜＜ ４月交流会のご案内 ＞＞
日時：2014 年 4 月 12 日（土）午後 2 時～5 時
会場：マイルドハート高円寺・地域交流スペース
内容：○車座で語ろう
「在宅から施設・病院へ～在宅での介護に限界を感じたとき」
パネラー：高橋惠美子、橋口節子、若林啓子（敬称略）
○本人・家族、専門職を交えた情報交換
○お楽しみイベント（予定）
『ふうせんバレーボール』 ～楽しく体験してみましょう～
・参加費：500 円（お茶・お菓子代などにあてます）
・交流会終了後に懇親会も予定しています。
※３月は日帰り旅行会なので交流会はお休みです。

事務局の窓 「ちーたー時速 100ｋｍ！！」 Vol.7
チーター改めユキヒョウか！２月は交流会も拡大理事会も大雪に見舞われました。
大変な思いをして雪かきをされた方もいることと思います。
１月末から２月にかけて、若年性認知症、ちいたび会のことについて話をする機会
を４回も持つことができました。理解促進に少しでも役立てたならうれしいことです。

交流会の会場案内
○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
（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.utazufukushikai.or.jp/kdk/
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平成２６年度の会員継続、会費納入のお願い
平素から当会をご支援いただき、心から感謝申し上げます。
さて、2014 年３月末日にて会員期限が終了いたします。引き続きの会員の継続につ
き、よろしくお願い申し上げます。認知症になっても普通に生活できる地域づくりを
めざすための活動を広げていきましょう。皆様と共に力をあわせ、一歩いっぽ前に進
んでいけることを願っております。
お知り合いへの入会のお誘い、また寄付についてもご検討いただけると幸いです。
なお、すでにお手続き済みの方はご容赦ください。
《年会費（継続）》 ４月１日～翌年３月３１日
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
※正会員
この法人の目的に賛同して入会した個人及び団体
賛助会員 この法人の目的に賛同し賛助するために入会した個人及び団体
登録会員 この法人の目的に賛同し活動に参加するために入会した個人
※新規加入の場合：年会費に加えて入会金の納入をお願いします。
[入会金]正会員及び賛助会員 5,000 円、 登録会員 2,000 円
※複数年一括での納入を希望される場合は、通信欄にその旨ご記入ください。
《納入方法》
① 郵便振替をご利用：払込取扱票(赤色)でご送金を。（振込手数料は不要です）
振替口座記号番号：００１３０－２－３８６５８７
加入者名
：ちいたび会
② 銀行振込をご利用：（振込手数料はご負担をお願いします）
金融機関：西武信用金庫（1341） 本店（001） 普通預金：２０６８６２２
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 理事長 高橋恵美子
トクヒ）ジヤクネンニンチシヨウコウリユウカイチイサナタビ

♪ サポーターのお誘い
交流会のお手伝い、旅行会への同行など。学生、社会人、男女、経験問わず。どなたでも。

―――――――――――――――――――――――――――
ご質問、お気づきの点などございましたら、お気軽に下記事務局までご連絡ください。

編集・発行

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

ちいたび会

〒165-0034 東京都中野区大和町３－９－２２ ちいたび会事務局
ホームページ：http://chiitabi.jp/ メール：honbu＠chiitabi.jp
TEL/FAX：03-3338-6932 担当：高橋昭彦
本交流会は、
『中央ろうきん助成プログラム』による助成を受けて実施しています。
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