―― ４ 月 号 の 内 容 ――
経過報告
・リフレッシュ日帰り旅行会 2018
（いちご狩り in 千葉県富津市 ＆ マザー牧場）
・若年認知症カフェ「ちーたーひろば」
・ちいたびサロン（第７１回）、拡大理事会の報告 ほか
次回交流会（４月）のご案内
毎月第２土曜日開催！
201８年４月１４日（土曜日）１３時３０分～17 時
※いつもと開始時間が異なります。ご注意を！（３０分早い開始です）
会 場：マイルドハート高円寺 １階地域交流スペース
ミニ勉強会「介護講座 （車いすの使い方基礎講座 ＋ 体験）」 、家族交流会ほか
※４月以降の予定（５/12、6/9、7/14、8/11、9/8） 詳細は 8 ページを！

その他活動の予定
若年認知症カフェ「ちーたーひろば」（4/7(土)、4/18(水)） 第１土曜、第３水曜日
手づくりサロン「ちいたびサロン」（4/21、5/19、6/16）
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
４月７日、５月５日、６月 2 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 ＞＞
■３月リフレッシュ日帰り旅行会（いちご狩り＆動物ふれあいツアー）の様子
（３月１４日、千葉県富津市「大森バラ園芸」
、マザー牧場、本人６名含む２７名参加）
恒例の春のリフレッシュ日帰り旅行
会・いちご狩りツアー。
これまで栃木県佐野、静岡県久能山、
千葉県市原、そして昨年の埼玉県毛呂
山町と毎年行先を変えながらの開催。
また２回目の久能山からは日本平動物
園、市原の時はぞうの国、昨年は埼玉県
こども動物自然公園ということで、動
物好きの多いちいたび会に合わせた行
先もプラスして企画してきました。
そして今回ですが、一昨年と同じ千
葉県ですが行き先を変えまして、知名度抜群、誰でも知らない人はいない「マザー牧場」
周辺でのいちご狩り、加えて動物ふれあい体験ツアーということで仕立てました。
交通手段はいつものとおりチーター観光のマイクロバス。ここであれ？と思われた方は
するどい感性、観察力の持ち主です。参加者２７人、それでマイクロバス？そうなのです。
マイクロバスって多くて２９人乗り。今回利用したマイクロは２８人定員。
ということで補助席もフル活用、しかも車いすも搭載してのぎゅうぎゅう詰め状態。そ
のおかげで期待感の密度濃く、熱気むんむん、楽しさ満載の車内。その勢いで昨日までの
悪天候も吹き飛ばし、天気も回復してきました。レッツゴー！
７時半に中野区役所裏を出発、途中随所で参加者を拾って全員集合。中央環状線山手ト
ンネルのお陰で飛躍的に近くなった川崎を経由して東京湾アクアトンネルで一路千葉へ向
かいます。(山手トンネルは 18,200ｍで日本一の長さのトン
ネル、東京湾アクアラインは 9,610ｍで海底道路トンネルと
しては世界最長。ほんとに便利になりました。)
さて、今回はイチゴ狩り初参加の人が１０人で、Ｉさんご
夫妻、Ａさんご夫妻、Ｋさん、Ｍさんご家族、尾花さん友人、
そして、いつもお世話になっている益田先生。また、久しぶ

2

猫も一緒に記念撮影(=^・^=)

りのＨちゃん、Ｋ君も参加してくれ
ました。皆さん期待が膨らみます。
バスの車内はいつものとおりの
にぎやかさで、到着するまでの間、
全員参加で季節にちなんだ歌合戦。
アカペラなのですがみなさん歌が
上手で味があります。続いて動物し
りとり。Ｋ君も大活躍でした。
１０時ころに「大森バラ園芸」に
到着。ハウス貸し切りでイチゴ狩りです。２種類のイチゴ（“やよい姫”と“おいＣベリー”）
が食べ放題！ よし！食べつくすぞー！
食べ方の説明を聞き終わると、みなさん一斉にハウ
スのなかへ散っていきました。
こちらのいちご園は、畝（うね）に直に苗を植える
「土耕栽培」で、イチゴの苗がしっかりと元気に育っ
ています。
“おいＣベリー”の方がより酸味があり、
“や
よい姫”は甘い感じです。好みがわかれるところです
が、どちらもおいしく、特によく熟した小さな実は、
甘みがあっておいしさ格別でした。
皆さん早いは、よく食べるは…でその結果は？ 最高
記録は４０個（柳生さん）!? ほんとはもっとたくさん
食べたのでは？公式記録としては一応そういうことに
しましょう。
途中から猫がそばに寄ってきました。人懐っこい、と思いきや手
に持っている練乳狙いらしい。あっという間に美味しい、楽しい時
間が過ぎていきました。
イチゴを満喫した後はしばらく山道を走りマザー牧場へ移動。マ
ザー牧場にはほとんどの人が来たことがあるのですが、それはみな
数十年前の話。「昔と変わったねー」ともっぱらの声。
入り口を入ったところにある広場には、ゆるキャラがたくさん、
千葉県各自治体の名産品を売るテントがあり、無料プレゼントもい
ろいろ、スタッフも親切。トイレなどのバリアフリー化もしっかり
と進んでいます。園内のイベントスケジュールを見ると楽しそうな
イベントが盛りだく
さんです。牧場から見
える遠くの景色の見
え方もすごく良くなった気がします。東京湾、
そして対岸の三浦半島もきれいでした。
さて、われわれちいたび会ですが、オプショ
ナルツアー「ファームツアー」に参加すること
としました。トラクターに引かれた車両に乗
り、普段入れる場所とは別エリアで動物と触
れ合えるというものです。
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トラクターバスに乗車して「ファームツア
ー」に出発です。
（かなり大きなトラクターで
す。車いすも簡単に乗れるようになっていま
す。）牛舎、ヤギ舎の中を通り、子牛に哺乳瓶
でミルクをあげるシーンなどを見学します。
ヤギと羊の見分け方：ひげ、角、しっぽのあ
るのがヤギ。アルパカとリャマの見分け方は
前髪だそうです。（前髪があるのがアルパカ）
途中でバスを降りて
の餌やりタイム もあり
ました。ヤギや羊たちに
エサやりします。どうし
ても強い子が食べてし
まいます。一番の人気は
アルパカ。その中でも一
匹、人間の顔にそっくり
なのがいまして、みんな
よく見えませんが人面アルパカ。職場に似た人が…
スマホでパチパチして
いました。
（アルパカは臭いツバを時々吐くようなのですが、今回
は大丈夫でした。）ほんとにみんな動物が大好きです！！
ツアーの最後に牧羊犬が羊を追うところを見せてくれました。
これが素晴らしい。日本チャンピオンとのことですが、数頭の羊を
まとめて、思う方向に追っていく様はさすがでした。ストロングア
イと言って睨んで（目力?!）羊を制御するタイプだそうです。
お昼ご飯は園内の食堂で“名水もち豚のせいろ
蒸し”を食べました。蒸された肉と野菜を３種類
のたれで食べるものでなかなかのお味でしたが、
また、ご飯がとても美味しくて、普段はお代わり
しないと言う人もついついお代わりをしていまし
た。千葉のお米は美味しいのですね。
牧羊犬！ カッコイイ
その後は自由時間としてグループに分かれて思
い思いの時間を過ごしました。羊ショーはなかなかの圧巻でした。羊１９種類全部が次々
登場して壇上に上がります。餌置き場の餌目当てに来るようですが、隣の分まで食べてし
まう子もいたりして愛嬌がありました。毛刈りの実演もあり羊があっという間に丸裸！
吠えるタイプの牧羊犬も登場して、
最後に猛スピードで場内を走り抜け、
喝采を浴びました。他にはバンジージ
ャンプに挑戦した人もいたとか。
帰路につき、途中アクアラインの「海
ほたる」で休憩。お土産も買いました。
今回も、無事に、笑顔いっぱいで過ご
すことができました。

来年はどこに行きましょう？ よい
ところあったら教えてくださいね。
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■若年認知症カフェ「ちーたーひろば」 in ちいたび会事務所
《土曜日開催》（３月３日（土）、３２名参加）
《平日開催》（３月２１日（水・祝）、１４名参加）
３月３日のカフェは大賑わいでした。参加者の内訳は会員１６名、一般１６名と、一般
の常連さんも増えてきました。
また、この日は HP で調べたと言って若いご夫婦が来店。韓国にいるお母様が若年性認知
症で、という相談がありました。世話をしているご主人（お父様）が、奥様が認知症だと
いうことを受け入れられずどうしらたらよいか、とのこと。国が違えば福祉の制度なども
異なりますが、経験者の立場から会員に話をしてもらいました。
３月２１日のカフェの日は、季節はずれの雪が舞う寒い日となり、客足が心配でしたが、
たくさん来ていただきました。
この日は、理事長が前の週の土曜日に講演したセミナー
でご縁のできた東京医科大学病院からの紹介のご夫婦も
見え、いろいろお話しました。また、千代田区の相談担当
の方も、認知症カフェの見学ということで見えました。新
たなご縁が広がり、うれしいことです。
引き続き、ランチのカレーもドリップコーヒーも好評
で、皆さん食べたり飲んだりおしゃべりしたりと、楽しん
でくださっています。
これまで平日開催日は不定期でしたが、毎月第３水曜日
に固定しました。ご愛顧のほどよろしくお願いします。

開店時は、にぎやかに飾り付け

自慢のカレーライス。どうぞご賞味ください！

■手作りサロン「ちいたびサロン」 in ちいたび会事務所
◇第７１回サロン（３月１７日、８名参加）
刺し子のふきん、ミニポーチもたくさん出来上がりました。さて次は何を作ろうか、値
段はいくらに設定しようか等々、作戦会議です。手を動かしながら口も動かします。
この日は、区内のしらさぎ桜苑（小規模多機能型居宅介護など）で“看取り”をテーマ
とした講演会があるので、サロンを早めに終えてそち
らへ移動しました。いつかは来る問題ですから、心構
えは大切です。
その間、Ｋ子さんは、サポーターと一緒に美容院へ
行き髪を切ってきました。ショートヘアーはよく似合
うし、お手入れも楽になります！
夕方合流して下井草駅そばのうなぎ屋さんで楽し
く反省会をしました。

■その他

作品の数々。みなさん器用です。

◇拡大理事会（３月２１日、ちいたび会事務所、６名参加）
○３月リフレッシュ日帰り旅行会の振り返り
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・本人たちは行動力がありフットワークがよいので、離れないように気を付けないといけない。
・トイレ介助の際、周りの目もだいぶ理解が進んできた感があるが、
「介助中」の札があるとよ
りスムースになると思う。周囲に認識してもらうことも大事だと思う。⇒次回から用意する。
・牧場での買い物タイムが短かった。
・バリアフリーや駐車スペースなど諸条件を考えると行き先は限定されるので、行き先をロー
テーションしてもよいのではないかと思う。良いところがあれば情報も寄せてほしい。

○４月交流会の運営等（会場：マイルドハート高円寺）
・４グループに分かれて進行する。各グループにリーダーを配置するとともに、本人対応のた
め、一対一のペアを設定する。グループ分けとペアの設定は交流会の開始時に決定する。
・概ねの参加者は想定できるので分け方は事前に検討しておく。
・開始時間がいつもの時間よりも 30 分早いので周知を徹底する。遅れてきた人はその時点か
らの合流となるので柔軟に対応できるようにしておく。
・各グループで使用する車いす、メンバーが容易に見分けられるよう、カラー養生テープや名
札などを使って色分けする。

○来年度（平成３０年度）の企画
・はみ出し企画：佐野の田植え、稲刈りは一旦終了となる。これまでお世話になった相場夫妻、
ありがとうございました！４年間いろいろな良い思い出を作ることができました。
今度ご夫妻が東京に出てきた際にはみんなで大歓迎しましょう。
・古民家でのワークショップ参加（大豆の苗植え、収穫、味噌つくり等）について検討する。

○カフェの運営等
・一部の人に負担がかからぬよう、会員へ呼びかけるとともに、一般の利用者にも手伝ってく
れそうな人もいるので声掛けしてスタッフを増やしていく。
・カフェで提供するものはキッチン内で作るもののみとする。

○通常総会について
・昨年度は定足数ぎりぎりの開催だった、定足数を割ることのないよう早めの声掛けが必要。
・家族で拡大理事会にもよく参加している人には正会員になってもらってはどうか。

◇理解促進活動、地域参加の促進など
○在宅認知症患者対策ケアネットワーク（３月１７日（土）、東京医科大学病院、理事長参加）
・中野区、杉並区、新宿区の、行政、医療関係者、介護関係者のネットワークにてちいたび会
の活動を紹介した。

○東京都認知症対策推進会議（３月２７日（火）、都庁、理事長参加）
・平成３０年度の都の認知症施策、東京都認知症疾患医療センターのあり方について

○中野区鷺宮地域ケア会議（３月２７日（火）、鷺宮区民活動センター、理事長参加）
・地域の資源について

＜＜ 今 後 の 予 定 ＞＞
■拡大理事会 次回４月２１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場です。お気軽にご参加ください。

■第五期通常総会 ５月２７日（日）13 時 30 分～、
中野区鷺宮区民活動センター
29 年度の活動及び収支報告、30 年度の予算や事業計画
等を確認します。
どなたでも参加できます。 ※議決権は正会員のみ
第四期通常総会（昨年）の様子
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■はみだし企画その１：浪江町のいまを知る（福島を訪ねる）
日 時：５月６日（日）連休最後の日曜日です。
行き先：福島県浪江町 大倉さんが案内してくれます。
中野区役所 8 時、白鷺出発 8 時 30 分出発。渋滞の可能性あり

■はみだし企画その２：夏はバーベキューだ！！

昨年のバーベキューの様子

日 時：８月２６日（日）
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

参加お待ちしています！

＜ 認知症カフェ、手作りサロン、交流会 ＞
■若年認知症カフェ「ちーたーひろば」 毎月第１土曜と第３水曜日《平日開催》の２日間
静かに過ごしたい人はのんびりと、話したい人はおしゃべりして過ごす。そんな自由な雰
囲気の誰でも利用できる場です。若年性認知症関係の本も自由に読めます。スタッフは介護
家族、本人、ボランティア。知り合った人たちどうしの笑顔が財産のお店です。
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。 http://chiitabicafe.jp/

■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
・本人同伴でも、お一人でもお気軽にどうぞ。
★次回は 4 月 21 日（毎月第三土曜日 11 時～15 時に開催）

みんなの笑顔がちいたび会の財産です。
平成３０年度会員継続、会費納入のお願
い
３月末日にて今期の会員期間が終了いたします。つきましては、来年度の会員継続につ

き、よろしくお願い申し上げます。皆様と共に力を合わせて、認知症になっても普通に生
活できる地域づくりをめざし歩んでいければと考えております。
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。
《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
《納入方法》 ※交流会、サロン開催時にも受け付けています。
① 郵便振替をご利用：払込取扱票(赤色)でご送金を。（振込手数料不要。用紙送ります）
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
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＜ 次回月例交流会（４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。
日 時：４月１４日(土)１３時３０分～ いつもより開始時間が 30 分早くなります。
場：「マイルドハート高円寺」 １階地域交流スペースにて

会

前半：ミニ勉強会「介護講座 （車いすの使い方基礎講座＋体験）」
見よう見まねでどうにか対応している人も多いのでは。ロールプレイ等の実技演習を通し、
より相手の立場に立った介護ができるようみんなで勉強します。今回のテーマは「車いす」で
す。～講義のあと、グループに分かれて体験します。
〇お誕生日会、「みんなで歌おう！」
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。１

○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階の入口を入って左手奥です。）
（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。
社福)鵜足津福祉会マイルドハート高円寺 公式ＨＰ: http ://www.utazufu k ushikai.or.jp /koenji/

♪
交流会のお手伝い、旅行会への同行など。経験問わず。どなたでも。

♪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。

事務局の窓 「ちーたー時速 100ｋｍ！！」 Vol.５５
ちいたび会の旅行でよいなあと思うのはバス車内での歌合戦。季
節や海などのお題で各自伴奏なしのアカペラで歌うのです。恥ずかしさもあり
ますが皆さん知っている曲を歌ってくれます。素の歌声っていいものですね。
次は福島、秋には宿泊旅行も予定します。一緒に行ってみませんか。（ ）

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
編集・発行
〒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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