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―― 今 月 号 の 内 容 ――
経過報告
・５月交流会の様子
・第 1 期通常総会
・かわさき記念病院（認知症疾患専門病院）見学
・はみだし企画その１：巨大ホームセンター買い物ツアー（ジョイフル本田 瑞穂店）
・はみだし企画その２：ワクワク田植え体験ツアー（栃木県佐野市）
・若年性認知症専門デイサービス見学その５（練馬若年認知症サポートセンター）
・その他（中央ろうきん助成プログラム贈呈式、東洋大学訪問ほか）
今後の予定
その他
６月交流会のご案内
○前半: みんなで良い音を楽しもう
「心に沁みるピュアな音 クワイアチャイムに触れてみよう！」
○後半: （本人）少し汗をかきましょう。手作りふうせんディスク他
（家族）専門職を交えた情報交換
2014 年 6 月 14 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 ＞＞
■５月交流会の様子（５月 10 日、於「マイルドハート高円寺」
、本人 7 名含む 27 名参加）
新緑の中、約 30 名が集まりました。初参加の東
洋大 4 年生のＹさん、日野市で若年性認知症の支援
活動をしている方も見学で参加してくれました。
前半は「生地こねて好きな具乗せてピザ作ろ
う！」と題して、先日フルーツカッティングでお世
話になったフルーツアーティスト®平野泰三ご夫妻
のご指導のもと、ピザづくり。ハート型のもの、三
角のものなど個性派ピザも登場。全員で楽しく作
り、美味しく食べました。
続いて恒例のお誕生日会、今回は平野さん作の苺がたくさん乗った本格ケーキ。お
二人の誕生日を豪華に祝いました。
後半は、本人組は『バルーンアートに挑戦！』
（指導者：長野さん）、家族組は専門職
を交えた情報交換。お腹いっぱい盛りだくさんの一日でした。
＜家族組の情報交換であったお話から＞
○妻が４年半前に発症。幻視あり。困っていること＝①目が離せない、②弁当を食べない（食
事作りが重労働）
。中野区社会福祉協議会のほほえみサービスにコンタクトをとっている。
○２月半ばに会社を辞めてから急激に悪化したように感じている。携帯電話が使いこなせなく
なってきたが、本人に「らくらくホン」を勧めても拒否する。
○男性介護者。家事の負担、またトイレの問題など、男性が女性を介護することの大変さを感
じている。先日、トイレの個室で中から鍵をかけられ開けられなくなったこともあった。
⇒女性トイレに入りづらいということについて、他の男性介護者から、自分は「男性トイレ
に入れている」との助言があった。
⇒「介護カード」をつけたらどうかとのアドバイスもあり、岩崎氏（鷺宮地域包括センター
職員）から中野では配っているとの情報提供。また他の参加者から自分も持っていると実
物の提示もあった。。
○聴力の低下。文字が書けなくなってきた。今後のコミュニケーション手段の確保に不安を感
じている。
○脳血管性認知症。まだら症状が気になる。
○日々悪化しているように感じている。どの時点で施設に入れたらよいのだろうか。
○病院や施設で若年性だからと断られたことがある。
○３か所のデイサービスに行き、１か所は若いからと断られた。異常行動が増えてきて不安で
ある。理事長からの、前回のふうせんバレーボールで
少し興奮していたようだが帰ってからどうだったか
との質問に、特に問題はなかった、ここに来るのは楽
しみにしている、とのこと。本人は音楽が好きだ。
○先日のかわさき記念病院見学はとても参考になり
良かった。
○施設に入ると相談相手ができる。
○若年性の一番の問題は「お金」のこと。
○自分が病気になる。
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○今のところ家では手がかからない。留守番や家事手伝いもしてくれる（皿洗い、布団敷き）。
デイサービスには行っていない。涙っぽくなった。
○昨年暮れに夫は死亡。ちいたび会には一度も連れてこられなかったのが残念。若い息子たち
に夫の介護をさせたことが心の負担になっている。
○実父が認知症。名前を忘れ「おい女」と呼ぶ状態であるが、切れた電球がつくような状態の
こともある。介護のために子どもの人生を奪うことはしたくない、がんばらない介護（介護
と自分の人生の両立）をめざしたい。

■かわさき記念病院（認知症疾患専門病院）見学（４月 29 日、13 名参加）
2014 年 5 月、川崎市宮前区潮見台に「かわさき記念病院」が開院しました。同病院
は川崎市及び神奈川県での認知症疾患治療の中心的医療機関となるべく設立しました
が、本会でお世話になっている髙橋正彦先生が診療部長を務めていらっしゃいます。
そんなご縁から、今回、開院前の内覧会に参加させていただきました。
かわさき記念病院見学記
チー旅会。その名の通り「小さくても見学に、ショッピングに田植えに、一泊旅にと動
き回るのが会是」が、会の顧問医師?の髙橋正彦先生が診療部長を務める標題病院を 5 月
1 日のオープン前に見学する機会を得た。
連休序盤の 4 月 29 日、田園都市線「あ
ざみの駅」に集合したのは 13 人。一目で
分かる大型の送迎バスに乗り込んで、10 分
で、道路沿いに現れた新しい病院が見学先。
「もっと山の中かと思っていた」とは某会
員の感想。バスから降りた我々に、にこや
かな笑顔で職員が出迎えてくれていると
思ったら、何と病院長の福井俊哉先生。気
さくにも、その後の院内の案内に立ってく
れる。
勿論、新しい病院なので、きれいだし、
明るいし、病院独特の消毒臭もない。が、そこは認知症と神経内科系の専門病院として設
計されただけに、待合室の椅子も、一組が座れば席が余っていても、誰も座らなくなる長
いすの短所を知っていて「個別椅子」を並べるという配慮がなされている。入院した場合
も 16 から 18 床のユニット単位に分かれていて、迷子になりやすい従来の回廊式の廊下
にはしていない。機能訓練なども専門職員を配して、日進月歩する認知症の機能回復訓練
メニューにも常に新しい試みを取り入れようと、研究も怠らない。説明してくれた訓練士
や精神保健福祉士の相談員の一人一人から意気込みが伝わってくる。
機能改善の目的で短期入院をし、又、自分の居宅に戻る。併せてデイケアやセミナー
等の認知症の地域の人や家族への啓蒙活動も取り組みが予定されている。何と言っても
300 床の認知症とその周辺症状に特化した病院は日本でも余り類を見ないのではないだ
ろうか。川崎市のみならず神奈川県の認知症の中核病院になる事は間違いない。
受診は、地域に関係無く誰でも希望すれば診てくれる。最初は、まず相談室に電話する
ことから始まる。ここで予約を取って、相談室に来る時は出来れ
ば、ＭＲＩ等の写真があると良いとの事。
直通電話は 044-977-3100。又は 3145。場所は、川崎市宮前区。
アクセスは、あざみの駅から送迎バスの他、小田急線新百合ヶ丘
を始め路線バスもあるが、ＨＰにリンクされているバス時刻表を
見てから選ぶと良い。
全体を見て、身内を行かせるなら「こういう専門病院」が頼り
になるなーと思うことしきりであった。（千のリキュール、記）
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■第１期通常総会（５月 18 日、鷺宮区民活動センター、出席 11 名、委任状 11 名）
5 月 18 日（日曜日）の 14 時 30 分から中野区鷺
宮区民活動センターにて通常総会を開きました。法
人設立後初めての通常総会となります。
設立総会もそうでしたが、うちの会の総会はシャ
ンシャンではなく議論百出。終了予定時刻を過ぎ、
会場貸し出し終了時刻の 17 時を過ぎてもまだ終わ
らず、管理人さんから退出勧告。（実は設立総会の
ときも怒られました。ルール守らずごめんなさい。）
時間は超過しましたが、事業・決算報告、事業計画・予算案など議案についてはすべ
て承認されました。また、新たに白岩裕子氏が加わり理事４名体制となりました。
二年度目となり、昨年度の実績を元に、より満足度の高い交流会活動、より多くの
居場所つくり、より広い理解促進を進めていきたいと考えています。そして、NPO 法人
としての社会的責務をしっかりと果たせるよう、がんばってまいります。
■はみだし企画その１：巨大ホームセンター買い物ツアー
（５月４日、ジョイフル本田瑞穂店、13 名参加）
３月の日帰り旅行では佐野プレミアムアウトレットで買い物をしましたが、今回は
趣向を変えてホームセンターでの買い物ツアーを企画しました。
行先は、ジョイフル本田瑞穂店。中野区内２か所で集合してマイクロバスに乗り新
青梅街道をひたすら西へ。青梅在住の若林さんとは現地で落ち合いました。
☆ジョイフル本田：
（ウィキペディア(インターネット百科事典)より引用）
極めて大規模な郊外型ロードサイド店舗を展開しているのが特徴で、1 店
舗あたりの商圏も広い。各店舗あたりの平均敷地面積は東京ドーム 2.3 個
分に匹敵する。特に千葉ニュータウン店（千葉県印西市）
、瑞穂店（東京都
西多摩郡瑞穂町）
、幸手店（埼玉県幸手市）、新田店（群馬県太田市）、千代
田店（群馬県邑楽郡千代田町）
、宇都宮店（栃木県河内郡上三川町）の 6 店
舗は「超大型店」と位置づけており、平均敷地面積は東京ドーム 3.0 個分、
平均駐車場台数は 2723 台に達する。1 店舗あたりの平均店舗面積・売上
高が大きいため、わずか 15 店舗の店舗展開であるにもかかわらずホーム
センター業界で売上高トップ 10 に名を連ねている。

着いたところはびっくりするほど大きなホームセンターで、家が建ちすべてが揃う
くらい何でも売っています！ ほんとに広くていろんなものがあるんです!! 並みのホ
ームセンターではありません。
まずはみんなで中を一周。イグサの敷物実演織
機、思わず試したくなるアウトドアーグッズ・・・。
４リットルのウイスキー、森伊蔵（焼酎）もあり
ました。
昼食はフードコートで好きなものを買って食べ、
その後は、それぞれ自分のお買い物。帰りは車で自
宅まで送ってくれるというので、大物買いの人も。
当日が 60 歳のお誕生日だった O さん。本人 2 人
も楽しそうに過ごしていました。
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■はみだし企画その２：ワクワク田植え体験ツアー（５月 12 日、栃木県佐野市、11 名参加）
我らが総大将、尾花さんのご好意で、佐野市の妹さんの嫁ぎ先の
農家へおじゃましました。中野区内２か所、そして途中、岩槻で拾
って、ワゴン車 2 台に分乗しての行軍です。
天候は暑すぎず雨も降らずのベストコンディション。本人男性三
人衆は泥に足を取られながらも素足で田んぼに入って丁寧に手植
え作業。また、事務局長らはご夫妻の優しき指導のもと田植え機を
運転させてもらったりなど、それぞれ出来る範囲で田植えを満喫。
田植えしない女性軍は絹さや摘みも。
昼食は近所のお蕎麦屋さんで手打ちの地そばを堪能。帰り道には
足利フラワーパークでの藤鑑賞のオマケつき。大感激の一日でした。
お米やウドのお土産までいただきました。お世話になった尾花さん、相場さん、本
当にありがとうございました。秋には収穫。絶対行きます!!（9 月上旬予定）

■若年性認知症専門デイサービス見学その５
（５月 24 日、練馬若年認知症サポートセンター、4 名参加）
練馬区上石神井に「練馬若年認知症サポートセンター」
（社会福祉法人シルバーウイン
グ）を訪ねました。施設は住宅街の一画にあり、法人の元理事長のお住まいであった
建物を活用しているとのことでした。デイサービスは定員 7 名で登録者は 16 名。常勤
職員が全員で４名、一日あたり３名の職員が勤務しているそうです。
ちいたび会の会員にも同センターを利用している方がおり、私たちがおじゃました
日にもお二人が参加していて、手を振って挨拶してくれました。
利用者は送迎車で来所します。若年性認知症対応サービスの特徴の一つですが、練
馬区内だけではなく近隣区市からの利用があり、送迎には時間と手間がかかり職員の
負担も大きそうでした。また、送迎の際に、知られたくないということから、自宅から
少し離れたところを指定する方もいるとのことで地域との関係の持ち方の難しさをや
はり感じます。
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同センターでは「就労型支援」に着目し、社会参加、地域との交流、他者とのコミュ
ニケーションづくりといったことにつながるプログラム
に力を入れています。
具体的には、まちの美化活動（吸い殻拾い）、防犯パトロ
ール活動、配食サービス、市民農園での農作業活動などを
行っています。配食サービスは近くの高齢者宅へお弁当を
届ける活動で、本人の就労支援と高齢者の安否確認を兼ね
ているそうです。
見学した当日は、みんなが揃い朝の会をしてから、駅前
の美化活動へ出発。区から支給されたお揃いのベストを着
て出かけます。このベストを着用するようになってから、
まちの人や商店街の人たちなど周りの見る目が違ってき
たとのことでした。
施設に戻って体操タイム。機能訓練わくわく体操を 30～40 分。続いて DVD を見なが
らの口腔体操。その後に昼食です。昼食は同法人の特養ホームの給食を冷凍し使用し
ているとのことで、女性のご本人もせっせと準備を手伝っていました。私たちはそこ
でおいとましましたが、午後は和光森林公園に行く予定とのことでした。
定員 7 名という規模で、こじんまりとしたアットホームな良い雰囲気でしたが、送
迎時の負担、外出時の対応、突発事故への対応、今後症状が進んでいった場合の本人
対応、などを考えると、職員 3 名体制ということについては、決して楽ではないだろ
うなと思いました。勤務時間外の準備というような裏方事情もあるのではないでしょ
うか。若年性認知症対応サービスの難しさを感じます。法人のバックアップがあって
こそ成り立っているものなのかもしれません。
施設長の馬場さんは、熱い思いの持ち主でいろいろと意見交換をさせていただきま
した。改善すべきところは現場発信でしっかりと主張するという気概を持ち続けてこ
れからも頑張ってください。施設長、スタッフのみなさんありがとうございました。
■その他
・中央ろうきん助成プログラム贈呈式～パートナーミーティング
（５月 23 日、中央労働金庫本店、理事長出席）
２年目の助成採択です。昨年立ち上げ直後に助成していただけたことで活動に弾み
がつきました。本会が現在あるのはこの助成金のお蔭であると感謝しています。今後
も 3 年目、4 年目を見据えてがんばります。
（最長 4 年の助成）
・東洋大学訪問（５月 7 日、東洋大学白山キャンパス）
活動への学生たちの参加をお誘いするために、理事長、事務
局長の 2 名で活動内容の説明をしてきました。障害者の就労支
援の仕組みを応用できないのかなど、4 年生らしい鋭い質問も
あり、さすが学生。こちらも刺激を受けました。
・ケアラーカフェ立ち上げフォローアップ講座（助成金編）参加
（５月 10 日、ケアラーズカフェ＆ダイニング・アラジン、事務局長出席）
・理事会開催

４月 15 日、５月５日、５月 20 日に開催

・拡大理事会 ５月の拡大理事会は通常総会の前日であったためお休みしました。
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＜＜ 今後の予定 ＞＞
■７月交流会のご案内
2014 年７月 12 日（土）14 時～、場所はいつもの「マイルドハート高円寺」
■ちいたびサロン（仮称）の開設（於「ちいたび会事務所」）
７月から第 1、第 3 土曜日に開催予定。本人、家族、関係者対象。次号で詳細。
■地域理解促進のための講演会（11 月 16 日（日）午後、中野サンプラザ）
■拡大理事会

拡大理事会は毎月定例開催しています。 誰でも参加できます。お気軽に。
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６月 21 日(土)）

＜＜ ６月交流会のご案内 ＞＞
日時：2014 年 6 月 14 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：○前半: みんなで良い音を楽しもう
「心に沁みるピュアな音 クワイアチャイムに触れてみよう！」
○後半: （本人）少し汗をかきましょう。
手作りふうせんディスク他（指導者：長野さん）
（家族）専門職を交えた情報交換
・参加費：500 円（お茶・お菓子代などにあてます）
・初回参加時は入会不要です。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しています。

事務局の窓 「ちーたー時速 100ｋｍ！！」 Vol.10
通常総会の議案資料として事業報告書を作成する中で、一年間ではあるけれどたく
さんのことをしてきたなあと、楽しく振り返りました。
２年度目も楽しい居場所、機会をもっとたくさん作りたいと思います。その１つと
して、７月から事務所にて手作業を交えたサロンを始めようと準備を進めています。
これまた手探り状態となりそうですが、ご指導ご鞭撻の程よろしくお願いいたします。

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/
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♪
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。

♪ 入会案内
地域のみんなで、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
動の輪を広げていきましょう。
《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
《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） ※用紙送ります
記号番号：００１３０－２－３８６５８７ 加入者名：ちいたび会 ／ATM 送金も可
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

―――――――――――――――――――――――――――
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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