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―― 今 月 号 の 内 容 ――
経過報告
・６月交流会の様子
・はみだし企画その３
～ホタル観賞会 in 青梅
・拡大理事会
・学生ミーティング＆事務所整理
サロンの試行に向けて
今後の予定
投稿欄、その他
７月交流会のご案内
○前半: みんなで一年を振り返ろう
「あんなこと、こんなこと、あったでしょ♪」
○後半: （本人）みんな音楽大好き。クワイアチャイムの練習！
指導者：高山さん
（家族）専門職を交えた情報交換
2014 年７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 ＞＞
■６月交流会の様子（６月 14 日、於「マイルドハート高円寺」
、本人 7 名含む 35 名参加
他にクリノン・ハンドベル・クワイアのみなさん 9 名、取材 1 名）
交流会前半は、全員参加でお楽しみ
イベント。
今回は、みんなで良い音を楽しもう
との企画。「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！」
と題して、日本ハンドベル連盟直属の
グループ「クリノン・ハンドベル・ク
ワイア」
（http://firstbell.info/）の
みなさん９名にお越しいただき、ハン
ドベルとクアイアチャイムの演奏を
聴かせていただきました。
クワイアチャイム？
アルミ製の「音叉」に「クラッパー」と呼ばれる振り子が付いてい
て、手に持って振ると音が出るという楽器です。とても澄んだきれい
な音がして、特にその響きが重なりひとつになるときの感動が素晴ら
しく魅力的です。
ハンドベルと比べると楽器自体が軽く、またメンテナンスも簡単な
ので誰でも簡単に取り扱うことが出来ます。
ハンドベルやクワイアチャイムが他の楽器と大きく異なる点は、そ
れぞれの人は決まった音だけを担当するので、一人では曲が完成せず、
皆の音が合わさって初めて曲になる、ということだと思います。
ちいたび会のみんなで一緒になって曲を演奏してみたい。そんな思
いで、今回楽器も購入しました。
（私達の楽器は米国 MalMark 社製の
もので、クワイアチャイムは同社の登録商標です。
）
まずはみんなでハッピーバースデイを演奏して誕生日を祝いたいね。そんな目標を語り合いまし
た。そしていつか人前で演奏することも。今後にご期待ください。

演奏のプログラムの方ですが、まずハンドベルで「鐘の音」、
「アメイジング・グレイ
ス」、そしてクワイアチャイムで「荒城の月」、
「スカボロフェア」、
「君をのせて『天空
の城ラピュタ』より」、
「いい日旅立ち」。最後は「ふるさと」をチャイムに合わせてみ
んなで歌いました。
音楽好きのＴさんは演奏が始まる
と早速指でリズムをとってノリノリ
の様子。他のみなさんも心に沁みる素
敵な音にしばし聴き入っていました。
そして楽器体験。クリノンのみなさ
んに協力してもらいながら、みんなで
実際にチャイムを手にして鳴らして
みました。手首は使わず釘を打つよう
に楽器を前に出して振る、振った後は
胸につけて振動を抑える、等々ご指導
いただきながら、「きらきら星」をな
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んとか演奏できました。（Ｔさんも一緒に演奏）
違うところで振ってしまっても、和音になってきれいな響きになったりと、気楽に
とても楽しめそうな印象でした。次回以降、練習時間を取っていきたいと思います。
クリノン・ハンドベル・クワイアのみなさん本当にありがとうございました。
恒例のお誕生会は、チャイムに合わせての「ハッ
ピーバースデイトゥーユー！」
６月のお誕生日は、Ｍさん、白岩さん、学生の鈴木
さんの３名でした。かつてない大人数でテーブル
を囲み、にぎやかにケーキを食べました。
続いて、お馴染みとなったバルーン長野さんが登
場。新たに考案してくれた、ふうせんディスク（ふ
うせんフリスビー）をみんなでわいわい手作り。
後半は、二手に分かれて、家族組は懇談・情報交
換。本人組はふうせんディスク投げ競争などを楽しみ
ました。
今回から東洋大の学生４人が参加。また、タイから
の留学生プリンスちゃんも参加してくれました。今後
もよろしくお願いします！
◇家族組の情報交換であったお話から
＜本人の様子など＞
○弟が発症、一緒に住んでいないが私が面倒を見ている。50 歳過ぎに精密検査で脳の萎縮が分か
る。初めて若年性認知症を知り私も本人もショックを受けた。それから、若年性認知症の本を多
く読んだ。徘徊があって開放病棟から閉鎖病棟に移ったがそれから病状が悪化した。
○主治医からは会わせたい人があれば今ですと言われている。兄、妹がいるが非協力的。本人が地
方にいる高齢の母に会いたいと言うが、実家の長男の嫁が反対して弟には敷居を跨がせないとい
うので長男も同調しているような状況。会わせたいが難しい。
○現在 59 才。３年前に夫が分からなくなった。本人が一番苦しんでいるはず。と思いつつ、今、
家族が苦しむ段階にいる。
○ある時症状が出て、どうしよう？という状態になる。自分の場合、本人が女性（妻）であるとい
うこともあり、すべて初体験、模索の日々である。とまどい、いらいらの繰り返し、気持ちが休
まらない。今はいいやいいやと思える段階。それだけ進んだということ。子どもから、お母さん
離れをしなければいけないと言われた。
○症状は段階的に進んでいく。本人が認識できなくなってきたら、その様子に応じて周囲が気を遣
う必要がある。対応も改めて考えていく必要がある。
○要介護２。暴力や暴言などはない。１日で３～４時間は本を読むと言って２階の自分の部屋にい
る。今のところそんな状態であり手も掛からないので、デイサービスやショートステイは利用し
ていない。
○タバコを吸っていることを忘れるので目を離せない。ジッパー、ボタン、ベルトがだめになった。
置いた場所を忘れて「どこに行った？」が多い。最近は毎日数時間ごとにメールをチェックして
いる。着替えの際には着たいものを自分で出しているが、出たものを見るとコーディネートがで
きていない。
○最近漢字と算数のドリルをやっている。足し算・引き算は出来るが、かけ算はつまずく。気がつ
くと電卓を出していた。お陰で、字は書けるようになったので、銀行などで自分の名前はスムー
ズに書いている。
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○今までは穏やか。音楽・映像が好きなので、DVD を見ていてねと言って出掛けると、帰るまで
DVD を見ている。デイサービスでは周りの人の話で興奮をする。集団に入れない。症状がひど
いようなら先生に相談をするつもり。
○週１回デイサービスに通っているが、家にいるとき、気になることがあると講釈が始まる。一日
に一回ほどあるが、これがストレス。
＜薬の使用、介護サービスの利用など＞
○本人が薬を飲まないで困っている。
○私は薬を飲ませていない、無理して飲ませない。
○メマリー、アリセプト、糖尿病の治療薬を処方されている。アルコールを飲まなくなったら、糖
尿の数値が上がった。
○飲んでいる精神安定剤のお陰か、本人は穏やかである。
○今はショートステイに行っている。やっと行けるようになった。
○ショートステイは１泊から段々増やしていくのがいい。本人と施設でお互いに相性が合わない場
合もあるが、多くは毎月行くと施設側も慣れてくる。
＜地域とのつながりなど＞
○本人は男性が多いようだが、実際の患者の男女比はどのくらいだろうか。妻が発症した場合、夫
が妻を外に出したがらないから男性が多いように見えるということもあるように思う。
○経験として、人によって症状が違うように感じる。
○自分としては、夫が発症してから稽古事が出来なくなったことがストレス。病気のことは気持ち
的に話す気にならないので友人には言っていない。友人からの誘いを断っているうちに、外出や
ランチのお誘いが掛からなくなった。
⇒多分、周囲の人たちは気付いていると思う。知られたがっていないと思って、友人は気をつかっ
ているのではないかと思う。
○彩星の会などで人と繋がってきた。
○ちいたび会には高齢者会館でパンフレットを見て参加した。
○テレビでも若年性認知症が取り上げられている。社会で引きこもらないことが大事。日曜日に認
知症カフェを開いている。
（柳生（看護師））
○みなさんが日頃ストレスを抱えていることを大いに感じる。こういう場が気持ちを楽にする場に
なっていると感じる。
近所の人には出来る限り知らせたくないという気持ちは分かるが、周りも知っていることがプラ
スになることが多い。認知症であることを地域で伝え、受け止められることが自然にできる流れ
にしていきたい。
（岩崎（鷺宮地域包括支援センター））

■はみだし企画その３ ホタル観賞会 in 青梅（６月２１日、
於「若林さん宅」
、11 名参加）
会員若林さんからの、自宅の裏の川筋に今年もホタルが
きたとの知らせに、早速観賞会を企画して出かけました。
若林さん宅は素敵なスエーデンハウス。そして周辺は山
あり田んぼありのとてもよい環境。ここならホタルがいる
かもしれないと期待感が膨らみます。でもホタルは夜にな
らないと見られませんので、暗くなるまで拡大理事会（反
省会＆企画会議）。そして若林さんの手料理をいただきま
した。おもてなしありがとう。ご馳走さま！ そして、
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７時半を回る頃、ようやく辺りも暗くなり、若林さんに案内され
てベストビューポイントだという近所の橋の上へ。
川のせせらぎの音、カエルの鳴き声、草いきれ。しばらく待つ
と、川の上流から光が２つ、３つ、ふわふわとやってきました！
あっ、光った！ 私たちがいる橋の近くを行ったり来たりする
ホタルもいて思わず歓声が上がります。
天然ホタルのはかなげで美しい光。青梅のホタル観賞は幻想
的で風情がありました。
■拡大理事会（６月２１日、於「若林さん宅」、11 名参加）
○５月、６月交流会の実施結果について（報告）
○総会開催、東京都への実績報告の提出などについて（報告）
○７月交流会企画案について
・前半は「１年間の活動の振り返り～写真とトーク」とする。時には活動を振り返
って意見、感想を交換し合い、新たなアイデア、改善点などについて検討するこ
とも必要だと思う。
・本人組はチャイムの練習を中心として組み立てを考える。
○サロン試行実施について
・７月５日（土）から毎月第１、３土曜日の 11 時～15 時に開催する。
・第３土曜日は、今まで通り 15 時から拡大理事会を開催する。
・サロン開催時のサポーターの体制確保をしっかりとした方がよい。
→気軽な場ということで固めすぎもどうかと考えている。様子を見ながら検討
していきたい。石井さん、伊藤さんに中心となってもらう。
理事長、事務局長も参加。学生にも声をかける。
・継続してビーズ細工などの手作業を行う。
○今後の行事開催などについて
・稲刈りツアー（佐野市）の予定を早めに確定させる。
・11 月 16 日の講演会の詳細打ち合わせを近日中におこなう。
■学生ミーティング＆事務所整理（６月 22 日、於「事務所」、役員 3 名&学生 4 名参加）
今年一緒に活動してくれることになった東洋大学社会学部加山ゼミの４年生４名。
これからの活動に先立ち、事務所に集まってもらい、年間の活動予
定やサポートしてほしいこと、４人の役割分担などを確認しました。
女２男２。みな若く、とても明るく元気な面々です。そしてさすが
は４年生。学校で学び実習も経験してのことでしょう、とてもしっ
かりとしています。
サロンにもできるだけ参加したいとのことで各回２名ずつ来ても
らうことになりました。得意技を活かして卓球をやってみようとい
う意欲的な提案もありました。
その後、サロン開設に向けて事務所の整理を手伝ってもらいました。男子がアルバ
イトのため先に帰ってしまったので、女子が力仕事もやってくれました。お陰様でだ
いぶスペースが広くなりました。（初体験の草むしりも手伝ってもらいました。）
作業の後にはミニお疲れさん会。こちらも頼もしい女子２人でした。。
5

＜＜ サロンの試行に向けて ＞＞
■手作業サロン ちいたびサロン（仮称）の試行実施
ふらっと顔出して気ままに帰るもよし。ちょっとのぞいてみませんか。
気楽に集まり、みんなで取り組む！ そんなコンセプトでの事業立ち上げです。
○日時：2014 年７月５日、19 日（土） 午前 11 時～午後３時
以降、月２回（原則第１，３土曜日）の同時刻に開催します（予定）。
○会場：ちいたび会事務所（中野区大和町 3-9-22）
○内容：
・若年性認知症の本人、家族のみなさんがいつでも立ち寄ることのできる気楽な場
・みんなでビーズアクセサリーづくりなどにも取り組みます。
（特段の決まったプログラムは準備しない、自由参加の形式）
※しばらくの間は、会員を対象としておこないます。
※まだサロンの名前はありません。（名称募集中）
※関心のある方は個別にご相談ください。

＜＜ 今後の予定 ＞＞
■８月交流会のご案内
2014 年８月９日（土）14 時～、場所はいつもの「マイルドハート高円寺」
■はみ出し企画その４：夏はバーベキューだ！！（於 青梅市沢井）
2014 年８月 23 日（土）、アンティークレンガ・バーベキュー場「煉瓦堂朱とんぼ」
JR 青梅線 軍畑（いくさばた）駅から徒歩 10 分
多摩川源流の豊かな自然に包まれた環境のなかでバーベキュー！
■はみだし企画その５：稲刈りツアー（於 栃木県佐野市）
９月初旬から中旬に実施予定（日程調整中）
田植えツアーで自分が植えた稲は自分で刈らねばなりません。もちろん、植えて
ない人も大歓迎です。
■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 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７月 19 日(土)）

＜＜ ７月交流会のご案内 ＞＞
日時：2014 年 7 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：○前半: みんなで１年を振り返ろう
「あんなこと、こんなこと、あったでしょ♪」
○もちろんやりますバースデイパーティー ２巡目
○後半: （本人）クワイアチャイムの練習（指導者：高山さん）他
（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。

6

事務局の窓 「ちーたー時速 100ｋｍ！！」 Vol.11
梅雨空の蒸し暑い中、サロン準備のため学生たちに片づけを手伝ってもらいました。
途中、トイレが詰まるハプニングもありましたが（阿戸くん大変でしたね m(-_-)m）、
その後、下水溝も高圧洗浄して、サロンの準備ができました。バリスタも用意しまし
た。ぼちぼちやっていきたいと思っています。気軽に遊びにきてくださいね。
ジャパン・タイムズの記者さんが若年性認知症を取り上げたいということで６月の
交流会を見学、その後取材に応じました。ちいたび会も国際的になってきました!? ど
んな記事になるか乞うご期待！（でも英語です）

投
○

稿 欄
１２リットルの生ビール

会員 川村 達

昨年５月２５日開催のオープンミーティングをスタートに、交流会を始めとする各事業
は、関係する皆さんのご尽力で、順調に実施され１年が過ぎた。末席を汚す私にとっては、
初体験のことばかりであった。
認知症（認知症という言葉）との出会いは、１０年ほど前に区民委員として参加した中
野区保健福祉審議会に始まる。またその頃中野区は、認知症啓発事業に力を入れだし、高
齢者会館運営受託団体であるＮＰＯ法人リンク東山が指名を受け、２年間その事業を実施
した。以来今日まで、私と認知症との付き合いは続いている。だがそれらは、いずれも外
側からのものである。しかし本会では違う。ご本人・ご家族と一緒になって考え、行動す
るのである。外部での勉強でも、今までと異なる立ち位置となっている。
交流会には懇親会がセットされていた。イレギュラーの集まり・事業でも反省会だ、二
次会だの声が上がると、手際よく設定された。私も大体は参加している。
「取り敢えず生
ビール」の声で懇親会はスタートしている。その中に私もいる。その後は皆さん好みのお
酒になっていった。私はもう一杯の時も、ほかアルコールのことも、ノンアルコールにす
ることもある。そもそも体質的に弱く、すぐ「金時の火事見舞い」状態になる。お酒無し
で生きていける私としては、この１年よく飲んだものである。中生で計算すると、１２リ
ットルは飲んだことになる。最近はもっと飲んでいる。地域で飲む機会もあるが、「強く
なったねえ」と言われる昨今である。

―――――――――――――――――――――――――――

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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