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―― 今 月 号 の 内 容 ――
経過報告
・３月 日帰り旅行会
（栃木県佐野市、いちご狩り、佐野厄除け大師、佐野ラーメン、アウトレットでお買い物）
・他交流会活動見学記
（若年認知症ねりまの会ＭＡＲＩＮＥ）
・研修等参加
（高次脳機能障害と当事者活動・中野区）
・東洋大学学生慰労会
・拡大理事会

など

今後の予定
その他

足取り軽やかに
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」
・『ふうせんバレーボール』体験
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

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 日帰り旅行会（３月８日、栃木県佐野市、１９名参加）
３月８日は交流会をお休みして日帰り旅行に出かけまし
た。行先は栃木県佐野市。いちご狩りに佐野ラーメン、佐
野厄除け大師、佐野プレミアムアウトレットでお買い物と
盛りだくさん。佐野市出身の尾花総大将を先頭にお揃いの
ターコイズブルーのブルゾンを着た総勢 19 名。小学校４年
生のはなみちゃんも参加です。
バスの中では理事
長が口火を切り、みん
なでアカペラで歌っ
て大盛り上がり。特に
本人のＴさんが「なご
り雪」を始め何曲も歌ってくれたことには皆驚き
ました。また歌本にあった童謡「イルカはざんぶ
らこ」が妙に受けて大ヒット。そのメロディーが
焼き付いてしまって今でも頭から離れません…。
楽しい一日となりました。
佐野を楽しむ

会員

伊藤直子

3 月 8 日、ちいたび会は日帰り旅をしました。会のコンセプトの一つ「旅」です。
去年秩父へ行ったので、今回は会の発足以来二度目の旅。私は去年行けなかったので初
参加を楽しみにしていました。
今回はイチゴ狩り、佐野厄除け大師、佐野ラーメン、佐野アウトレットへ行きました。
認知症の人の旅行はだんだん難しくなりますが、こうしてたくさんのサポートがあると、
諦めていた旅も楽しめるのです。
中野駅集合組と、途中の I さん宅集合組があり、私は自転車で I さん宅へ。お喋りしな
がらバスを待ちました。長く親しくして戴いていたお友達ご家族と、こうして健やかなる
ときも病めるときも仲良く出来る事はありがたいですね。夫婦と同じだねー。
程なくしてもう二組のご夫妻が集まり、バスも来ました。運転手はちいたび会の事務局
長!? 私は旅行会社のバスと運転手さんが来るのだと思っていたのでビックリしました。
運転がお好きだと聴いていましたが、こんなに大きな車も運転なさるんですね！
さて、行きの道中は道も空いていて順調に進みます。
蓮田ＳＡでしばしトイレ休憩。ここ大事です。ＳＡには多目的トイレが必ずあり、最近
ではかなり充実しています。すぐ手前にあるところはいいのですが、奥にあると我々は手
間取ります。このＳＡは手前にあったようですね。
車内では理事長さんが名ガイドとなって、注意事項の伝達、案内、歌などで道中を和ま
せてくれました。佐野出身という尾花総大将の佐
野ガイドもためになりました。
しばらくしてイチゴ狩りのファームに到着。イ
チゴを採る時の注意点など説明を聞いてからハ
ウスに入ります。テンションアップ！ツヤツヤと
大きく赤いイチゴを一つ、教わった通り摘まんで
採りおもいきりガブリ。
甘ーい！私は数えて 32 個
食べました！皆さんも 20～30 個は食べていた様
子。わーこれ大きい！これは小さいけど甘いよ！とあちこちで歓声があがり、楽しさがハ
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ウスいっぱいに溢れていました。
ひとしきり食べたあとは、販売所で季節
の名産野菜や加工品などをそれぞれお土
産に買いました。イチゴを買って持ち帰る
というＩさんに聞くと、帰ったらご近所に
配りつつご主人の病気の事を話して理解
を求めたいとの事。気配り上手なＩさんら
しいなと思いました。
次は佐野厄除け大師へ。年末年始ＣＭ
でもよく見かける関東三大師の一つです。
金ぴかの釣鐘の前には ゆるキャラの「さのまるくん」の絵が。去年のゆるキャラグラン
プリで No.1 になった可愛いキャラクターです。この子はお土産にもたくさん使われてい
て、栃木のゆるキャラ「とちまるくん」と共に栃木の観光を
盛り上げています。話がそれた。
皆さん厄除けのお祈りをしてお守りを求めていました。
厄年のいない我が家でも家内安全を祈願して来ました。今
年はいい一年になりますように。
そこからはグループに別れて佐野ラーメンを食べに行き
ました。事前にもらった案内図を頼りに、あまり遠くに行っ
たり他のグループと一緒になったりしないように、近場の
裏道にある店に入りました。
私のグループはご本人のＩさん、介護者で奥様のＩＧさん、サポーターのＫさんと私の 4
人。Ｉさんは札幌出身らしく北海道のラーメンとの違いを話してくれて盛り上がりました。
そこのラーメンは自家製麺で、そんなに太くないけどモチモチとした食感、澄んだ醤油
スープがあっさりとして、柔らかなチャーシューとメンマがたっぷり入っていました。
ラーメンを食べ終わり、集合場所の観光会館へ向かいました。途中「名物 イモフライ」
ののぼりを見つけ、吸い寄せられるように店内へ。ＩＧさんと一緒に一串ずつ買ってモグ
モグ食べながら歩く。具のないコロッケのような感じ、ホクホクして熱々でソースが香っ
て美味しかったです。また食べたいなぁ。
観光会館では佐野ラーメンをお土産に買いました。
そこから向かうはアウトレットです。ワンちゃんのお洋服を見たいというＭさんとお店
に向かい、私は向かいの日用品のお店へ。いろいろ手に取るも、家の状態を思い浮かべる
と何も買えずに店を出ました。そこで思い浮かんだ「食欲はあるけど物欲のない私」
時間になってバスに集合し帰路につきました。車
内ではそれぞれに買ったものを発表し、皆さんお買
い物上手だなぁと思いました。
帰りも順調に進み、一度トイレ休憩を挟んで、4
時頃にはＩさん宅へ到着しました。数組はここで下
車、そして皆さんは中野で解散をしました。
運転をして下さった事務局長さん、全体のまとめ
の理事長さん、佐野出身の尾花総大将、皆さんの元
気のおかげで、楽しい一日を送る事が出来ました。
ありがとうございました。

■他交流会活動見学記（若年認知症ねりまの会ＭＡＲＩＮＥ）
（３月１日、於「東京在宅サービス新宿本社会議室」
、６名参加）
練馬区で活動をしている若年認知症ねりまの会ＭＡＲＩＮＥが主催する「若年認知
症と向き合う子どものつどい」に参加しました。冒頭に冨永愛子会長からご挨拶があ
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り、自分が夫の介護に一生懸命で苦労も自分中心としか考えられなかったときに、ふ
と娘が記していた詳細なメモ（日記）を見せてもらったことから、娘も彼女なりに感
じて考えていたことに驚き、介護というものは周囲
の皆がそれぞれの立場で受け止めているのだとい
うことを知ったとお話されました。介護の主人公＝
配偶者というように捉えてしまいがちですが、子ど
もを含めた家族全体が主人公であること。また若年
性認知症の場合、子ども世代はいろいろな意味で難
しい時期にある場合が多い。そのように思います。
シンポジウムでは、親が若年性認知症となった 20
代から 30 代の 3 人が自身の経験、感じたこと、考
えたこと、そして仲間と出会えて救われた話などを
してくれました。20 代の男性からは自分が就職とい
う人生の節目の時期に親が発症して介護を優先す
る道を選んだこと、そして今も後悔なく、今後はで
きれば介護関係の仕事に就きたいと考えていると
いう話がありました。また、別の 20 代の男性は、なかなか受け入れられないでいたが、
ある日の父親の言動を見て病気をはっきりと認識し受け入れた。それからは母親と協
力して介護をしてきた、と気持ちを披露してくれました。
子どもの立場で苦労してきたこと、そして向き合ってきたことのお話はとても参考
になりました。話をしてくれた３名とも、この会に参加することで仲間ができ、自分
の生き方に自信を持て、前を向いて生活していけるようになったと話をしていました。
実際にとてもいきいきとしていましたし、会の雰囲気全体にも活気を感じました。
当日横浜から参加している姉妹もいらっしゃいましたが、同じ子どもの立場どうし
で話し合える場というものは他にはないようです。また、家族会に参加したが配偶者
ばかりでなじめなかった、との意見もありました。画一的でなく、様々な側面で結び
付いた個性ある家族会がもっともっと多く地域にでき、参加する側の選択肢がたくさ
んある方がよいのだと、ちいたび会もその一つになれたらと、改めて感じました。
■研修等参加（高次脳機能障害と当事者活動・中野区）
（３月 14 日、於「中野区障害者福祉会館」、理事長参加）
高次脳機能障害と若年性認知症は、年齢層や症状的に類似したところがあることか
ら、両者を対象とするデイサービスや家族会もいくつかあります。先日見学した目黒
の「いきいき・がくだい」もそうでした。今回、中野区の認知症専門医である芦刈先生
が講師であったこともあり参加してきました。この分野でも同じ境遇の当事者、家族
が互いに交流することの意義は大きく、新宿区では、すでに当事者の会が出来、活動
しているとのこと。参考になりました。終了後に高次脳機能障害家族の方が声をかけ
てくれ、中野区での家族会の設立にぜひ力を貸してほしいと言われました。できるこ
とは協力するからと、何人かの方たちとお知り合いになりご縁が広がりました。
第 1 部「高次脳機能障害地域での診療を通して」
あしかりクリニック院長 芦刈伊世子先生
第 2 部「家族会の設立とこれから」
新宿高次脳機能障害者友の会 太田三枝子氏、ＮＰＯ法人ＶＩＶＩＤ 荒畑正子氏
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■東洋大学学生慰労会
（３月２日、於「サン・フルール」
、学生３名＋先生＋10 名参加）
一年間一緒にかかわってくれた学生たちの大学卒業をお祝い
して慰労会を開きました。加山先生も駆けつけてくれました。
ありがとうございます。
かかわってくれたというよりも一緒に会を作ってきたという
方がぴったりする気がします。社会人になってからも頑張って
くださいね。
ちいたび会に関わって
東洋大学社会学部社会福祉学科卒業 武田美弥子
私たち東洋大生は、ゼミのフィールドワーク活動と
して約 1 年間関わってきました。NPO 法人として生まれ
たばかりのちいたび会に、学生はどう関わればいいの
か最初はわからず各々模索しながらの参加であったこ
とと思います。私も『学生としてサポートする立場では
あるものの、何をどうすればいいのだろう』と考えてい
ました。しかし交流会に参加し、会や会に関わる皆さん
のこと・若年性認知症についての理解が深まるにつれ
不思議と『何かをしなければ』という意識は減っていっ
たように思います。これは悪い意味ではなく、会の皆さ
んと接することは常に学ばせてもらうことばかりであったためです。また、『会に参加す
る一員として私自身も楽しまなければ意味がない』という意識が強まったことも影響して
います。そうした意識の変化もあり、いつの間にかちいたび会は私にとっても大切な居場
所になりました。
会の活動自体も、当初は勉強会的な要素が強かったように感じましたが、回を追う毎に
『交流会らしさ』が出てきてサポーター・ご本人・ご家族等の立場の垣根を越えて交流す
る姿が多く見られるようになり、とてもあたたかな
雰囲気の会となったと実感しています。このような
会自体の変化にも学生が何か少しでも力になるこ
とができたなら、それほど嬉しいことはありません。
多くのことを経験し人間的にも成長させてくれ
たちいたび会ですが、大学卒業のため学生サポータ
ーとして関わることは一区切りとなります。今後は
社会人となるため毎月参加することは難しくなり
ますが、時間を見つけて帰ってこられればなと思い
ます。今まで本当にお世話になりました。今後の
益々の御発展を願っております。

■拡大理事会（３月 15 日、於「ちいたび会事務所」
、１０名参加）
前向きに、されど突っ走り過ぎぬよう、また、振り返りつつ反省すべき点はしっか
りと今後に活かす。今回で３回目の拡大理事会となります。以下意見の内容です。
＜３月 日帰り旅行会の振り返り＞
○本人の状態、様子の共有
・前回秋の一泊旅行時に比べて今回は事前の情報提供が足りなかった。日帰り旅行であって
も関わるサポーターがみな同様に把握しておく必要があると思う。
・特にトイレ介助について、どこまで手伝うことが適切なのか事前に知っておきたい。
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・事前に聞き取りした状況に加えて、当日朝、家族からその日の状況、留意点などを聞くよ
うにするとよい。
・食事のときには特に配慮が必要。
（席順なども検討すべき）
○車いすの利用
・車いすを利用したほうがよいのか、歩いてもらったほうがよいのか判断に迷った。
・事前に希望を聞き取りしておくのもよいと思うが、本人の当日のコンディションにもよる
ので臨機応変に対応すべき。迷ったときには本人、家族に相談すればよい。
・車いすについては事前のタイヤの空気圧、ブレーキチェックをお忘れなく。
○安心して旅行できる体制づくり
・同行ボランティア歴が長い尾花総大将がいてくれてとても心強かった。その様子をみて、
特にトイレ介助、車いす操作について、基本をしっかりと学ぶ必要があると感じた。
○旅程等について
・道路が順調だったこともあるが 16 時ころには中野に戻ってくることができて、とても楽だ
った。目的地を欲張らず、時間的にも距離的にもよかったのではないかと思う。
・行く先々スムーズに運んでいた。事前の下見が功を奏しているように見えた。
・佐野出身の尾花総大将の現地ガイドがよかった。地元の人がいるとより楽しめる。
○その他意見
・マイクロバスの出入口のステップと地面に高低差があるので踏み台があるとよかった。
・グループ活動は基本的によかったと思う。
・夫婦を別グループにして行動したのに同じ店に入ってしまい反省。グループを分けた意味
が半減してしまった。
・アウトレットもよかったが、ホームセンターもよいのでは。
・バスの中での歌が楽しかった。カラオケよりもアカペラの方がよいかも。次回も歌おう。
・羽生サービスエリア（上り線）の鬼平江戸処はとてもよかったので今度寄ってみては。
＜来年度の運営＞
○補助金採択の報告
・事務局長より理解を促進するための講演会開催に対してアステラス製薬から助成を受けら
れるようになったこと。また、7 月の実施予定を 11 月に変更するとの報告がありました。
・助成金の申請については、会と外部との契約行為に相当するものなので、理事会で手順を
踏み検討したうえでしっかりと進めてもらいたいとの意見がありました。
○その他
・平成 26 年度の定期総会の日程調整を行い、5 月 18 日に開催することとなりました。
・サロン活動の実施、中野区公益活動助成への申請を検討しているとの報告がありました。
・川村会員から NPO 法の改正に伴って、無償又は著しく低い価格の施設の提供等による物的
サービス等を受け入れた場合やボランティアの受け入れをした場合には活動計算書へ計上
することもできるようになったとのアドバイスがありました。

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４月 19 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。

◇平成 26 年度定期総会のお知らせ（予告）
日時：2014 年 5 月 18 日（日曜日）14：00～
会場：中野区鷺宮区民活動センター3 階 洋室 2 号（中野区鷺宮 3-22-5）
○会員のみなさまに別途開催通知を送付いたします。
○登録会員（家族会員）、賛助会員もご出席ください。ただし、議決権は正会員の
みとなります。
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＜＜ 今後の予定 ＞＞
■５月交流会のご案内
2014 年 5 月 10 日（土）14 時～、場所はいつもの「マイルドハート高円寺」
■研修会等参加
○ケアラーズカフェ立ち上げ講座（4 月 16 日、ケアラーズカフェ&ダイニング アラジン）
理事長他７名参加予定。（新井の介護を考える会と合同実施）

＜＜ 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。

事務局の窓 「ちーたー時速 100ｋｍ！！」 Vol.8
日帰り旅行のバス車内でのアカペラ大会。みんなで歌って心一つ。音楽の力はやっ
ぱりすごいな、と再認識しました。カラオケに慣れている昨今、伴奏なしで歌うのに
何となく恥ずかしさを感じましたが、歌ってみるとアカペラの方が気持ちが入る気が
します。できるだけ体を使って音楽を楽しむ。テーマソング、みんなで楽器の演奏も。
アイデアふくらませて今後の活動にも取り入れていければ、と思っています。

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/
7

入会・継続について
認知症になっても普通に生活できる地域づくりをめざすための活動を広げていきま
しょう。お知り合いへの入会のお誘いもご検討いただけると幸いです。
《年会費》 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
※新規加入の場合：別途[入会金] 正会員及び賛助会員 5,000 円、登録会員 2,000 円
《納入方法》
① 郵便振替：払込取扱票(赤色)でご送金を（振込手数料不要） ※ＡＴＭ送金も可
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：
（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 高橋惠美子
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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