地域で認知症を支えるための一助として

若年認知症交流会小さな旅人たちの会
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（Ｗｅｂ公 開 用 資 料 ）

2013 年 7 月 20 日(土) 14:00 開演
中野サンプラザ 11 階アネモルーム
主催／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
後援／中野区・杉並区・東京都・一般社団法人中野区医師会

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

本講演会は、中野区社会福祉協議会を通じ「歳末たすけあい運動」の配分金を受けて実施します。

感謝のことば
「ユキエ」を観ての感想はいかがでした
でしょうか。
病気を受け入れられず一人で抱え込も
うとする夫・リチャードの姿、そして、
留守番に来てくれた近所の女性たちと楽
しそうに話しているユキエ。そんな場面
が私の心に印象深く残っています。
映画やドラマでは多くがラブストーリ
ーとして描かれていますが、現実は厳し
い、愛があれば大丈夫というものではな
い、そんな思いがどうしてもこみ上げて
きます。でも、最後に背の高いリチャー
ドの大きな手で肩を抱かれたユキエは幸
せそうでしたね。
葛藤を乗り越えて現実を受け入れるこ
とができたからこその笑顔。そして息子
たちに向けて「あなたたちへのスロー・グ
ッバイ」。

地域には、家族会などに出ずに、ずっ
と抱え込んでいる介護者が、まだまだ多
くいると思われます。ぜひそういう人た
ちが一歩を踏み出し、気持ちを楽にして
暮らすことが出来るようにしていきたい。
身近な地域の活動であれば、ちょっと
行ってみようかと考えてくれるのではな
いか、顔の見える地域であれば、いろい
ろなつながりから声掛けすることができ
るのではないか、そんな同じ地域に住ん
でいるからこそできるメリットを活かし、
活動をしていければと考えています。
今回、支援者に恵まれ、中野とその周
辺を中心とするエリアで、この「ちいた
び会」を立ち上げることが出来ました。
これも地域でのご縁がきっかけです。ま
た、立ち上げ準備の中で、中野区内の関
係機関などに出向いたり、いろいろな方
とお会いしたりしました。医療機関、地
域包括支援センター、介護事業所、家族
会活動団体などの方々など。そうしてお
話をする中で、地域の現状や課題を知り、
またつながりの大切さを再確認すること
ができました。スタートにあたり、地域
に密着した活動ならではの手ごたえを感
じています。さらには、大学生もサポー
ターとして関わってくれることになり、
広い世代での活動も期待出来そうです。
私自身の体験、ノウハウを活かして、
本人・家族のピアサポートと共に、必要
な人が必要な時に使える情報提供もして
いきたいと思っています。
本人、家族、支援者、参加するみんな
が元気になれる「ちいたび会」を目指し
てまいります。

私の夫は１０数年前、５０代前半で若
年性アルツハイマー病を発症しました。
なぜ、どうしたら、という迷いと絶望
の中で、私は保健所の紹介で「彩星（ほ
し）の会」という広域で活動する若年認
知症家族会の存在を知り、そこで同じ境
遇の仲間と巡り合うことができました。
本当に幸運だったと思います。
参加したことで、どんなに救われたか
わかりません。共通の悩み、苦労、不安
を語り合い、聴き合って、お互いに励ま
し助け合うことなしに、夫との生活を前
向きに過ごすことは決してできなかった
だろうと、今振り返って思います。
その後、恩返しというわけではありま
せんが、私は彩星の会の世話人として会
の運営側に回り、お手伝いをしてきまし
た。そして今、その経験を活かして、顔
の見える身近な地域を舞台とした支援活
動を始めようとしています。

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
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高橋 惠美子

Program
第１部
第１部
第２部

14:00～15:30
松井久子監督作品「ユキエ」の上映

（休憩：10 分）

主催者、来賓挨拶

第２部 15:50～16:55
シンポジウム
「普通に生活するということ
－若年認知症を受けとめる地域－」
○基調講演：髙橋正彦
（大倉山記念病院精神科・物忘れ外来部長）
○パネルディスカッション
伊藤 直子（家族の視点から）
中野区在住
宮原 和道（ケアマネジャーの視点から）
NPO 法人ピクニックケア代表
加山 弾 （地域福祉の視点から）
東洋大学社会学部社会福祉学科准教授
高橋 惠美子（地域密着重視の視点から）
本会理事長
※いずれも敬称略

アメリカ南部ルイジアナ州、バトンルージュ。ユキエが戦争花嫁として海を
渡ってこの町へやって来てから、いつの間にか４０余年が過ぎていた…。
ユキエは、空軍パイロットで日本に赴任していた夫リチャードと出会い、そ
して結婚。日本では祝福されなかった結婚。けれど、ふたりの息子に恵ま
れ、愛する夫と家族で励まし合い、愛を尽くし、日々を生き抜いてきた。しか
し、ユキエが突然、不治の病といわれるアルツハイマーに侵されてしまう…。
愛する妻の心から、４０年間築き上げてきたふたりの、そして家族の人生
の記憶が少しずつ、ゆっくりと失われてゆく…。「これはあなたたちへの“ゆっ
くりしたお別れ”だと思うのよ…。」愛する人に「スロー・グッバイ」。
◆映画「折り梅」の松井久子初監督作品。原作『寂寥荒野』（吉目木晴彦著、
講談社）は 1993 年の芥川賞受賞小説。脚本は『午後の遺言状』の新藤兼人
が担当。出演：倍賞美津子 ボー・スベンソン 草村礼子ほか

※ 講演会終了後に懇親会を開催
中野サンプラザ 15 階 エトワールルーム 17 時～
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Profile (法人概要）
名

称
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（略称 ちいたび会）

設立の目的
この法人は、この世に生を授かり生きていく中で若年認知症という病気と関わる
ことになった本人と家族を対象として、ともに集い共感できる場づくりと、心を休
めるための機会、また新たな思い出をも創り出してくれる「旅」のお手伝いをする
ことを通じ、認知症を抱えた本人と介護する家族が、心の余裕を持って前に歩み、
自身の生活をより充実したものとしようとすることへの貢献を目的とする。
事務所
東京都中野区大和町三丁目９番２２号
役員（発起人）
理事長
副理事長
理事
監事
沿

高橋
高橋
巻島
鈴木

革
2012 年 04 月 01 日
2012 年 12 月 28 日
2013 年 02 月 09 日
2013 年 06 月 25 日
2013 年 06 月 27 日

惠美子
昭彦 （事務局長）
道子
廣文

若年認知症交流会開設勉強会設立
若年認知症交流会小さな旅人たちの会開設準備会設立
設立総会開催
東京都 NPO 法人認証
法人設立

活動の柱
本会は、若年認知症という病気と関わることになった本人と家族を対象とした
交流会活動を核としています。また、心を休めるための機会であり、さらには新
たな思い出をも創り出してくれる「旅」のお手伝いを二つ目の活動の柱としてい
ます。これらの活動を通じ、本人、家族が心の余裕を持って前に歩み、生活をよ
り充実したものにしていこうという、元気さを生み出していけるようお手伝いし
ていきます。
地域密着の活動ならではの強みを活かし、顔の見える関係の中で理解の輪を広
げていき、当事者と周囲の人たちの距離を縮め、認知症になっても普通に生活で
きる、少しずつ助け合える地域づくりを進めます。
(1) 若年認知症交流会事業
気楽に集い、本人、家族どうしが思いを語り合う貴重な機会、若年認知症に
関する正しい情報を持ち帰ることのできる機会をつくります。
○毎月の第２土曜日午後に定期開催します。
(2) 認知症家族等の旅行支援（旅行を通じた心の余裕づくり事業）
ニーズはありながら自分たちだけでは難しい「旅」の実現をお手伝いします。
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正会員（２６名）
高橋 惠美子
花堂 浩一
佐久間 利彦
加瀬 裕子
牧野 史子
加山 弾
星野 新一

2013 年 7 月 19 日現在

高橋 昭彦
巻島
宮島 茂明
濱本
竹原 厚三郎
竹下
増田 和高
関口
髙橋 正彦
澁谷
丸山 陽子
志村
NPO 法人ピクニックケア

道子
義典
俊文
俊夫
勝彦
茂

鈴木
坂下
本間
川村
武信
白岩

廣文
裕之
昭
達
有美
裕子

賛助会員（１４名）
高橋
小泉
若林
鈴鹿

初代
百合子
栄一
勇二

大野 雅朗
遠藤 良子
加藤 良雄
㈱ふじみ商会

尾崎 純郎
奥田 曠晶
草場 正博

平林 ちよ子
伊藤 栄資
長谷川 仁

登録会員（１３名）
本人、家族等

寄付者
丸山 陽子様
伊藤 栄資様
若林 栄一様
石川 康彦様
小澤 悦夫様
竹内 保様
他２名
設立記念タオル寄贈：㈲ニューズボックス 千葉様、㈱四国商事 濱本様

助 成
2013 年中央ろうきん助成プログラム
中野区社会福祉協議会 ボランティア・NPO 団体立ち上げ助成

ホームページ
http://chiitabi.jp/
Facebook（フェイスブック）
https://www.facebook.com/chiitabi
Twitter（ツイッター）
https://twitter.com/chiitabitweet
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≪定款 抜粋≫
第１章 総 則
（名 称）
第１条 この法人は、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という。また、ちい
たび会を略称とする。
（目 的）
第３条 この法人は、この世に生を授かり生きていく中で若年認知症という病気と関わることになっ
た本人と家族を対象として、ともに集い共感できる場づくりと、心を休めるための機会、また
新たな思い出をも創り出してくれる「旅」のお手伝いをすることを通じ、認知症を抱えた本人
と介護する家族が、心の余裕を持って前に歩み、自身の生活をより充実したものとしようとす
ることへの貢献を目的とする。
（特定非営利活動の種類）
第４条 この法人は前条の目的を達成するため、次の種類の特定非営利活動を行う。
(1) 保健、医療又は福祉の増進を図る活動
(2) 観光の振興を図る活動
(3) 国際協力の活動
(4) 情報化社会の発展を図る活動
(5) 職業能力の開発又は雇用機会の拡充を支援する活動
(6) 前各号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動
（事業の種類）
第５条 この法人は、第３条の目的を達成するため、特定非営利活動に係る事業として、次の事業を
行う。
(1) 若年認知症家族交流会事業
(2) 旅行を通じた心の余裕づくり事業（旅行業法に基づく旅行業）
(3) 若年認知症に係る理解促進事業
(4) 介護、旅行に係る人材育成事業
(5) ＩＴ活用支援事業
(6) その他目的を達成するために必要な事業
２ この法人は、次のその他の事業を行う。
(1) 損害保険の代理業務
(2) 広告事業
(3) 物販事業
３ 前項に掲げる事業は、第１項に掲げる事業に支障がない限り行うものとし、その利益は、第１
項に掲げる事業に充てるものとする。
第２章 会 員
（種 別）
第６条 この法人の会員は、次の３種とし、正会員をもって特定非営利活動促進法（以下「法」とい
う。
）上の社員とする。
(1) 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
(2) 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
(3) 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
附

則
６

この法人の設立当初の入会金及び会費は、次に掲げる額とする。
(1)入会金
正会員 （個人・団体）
5,000 円
賛助会員（個人）
5,000 円
賛助会員（団体）
5,000 円
登録会員（家族等）
2,000 円
(2)年会費
正会員 （個人・団体）
5,000 円
賛助会員（個人）
1 口 5,000 円 （1 口以上）
賛助会員（団体）
1 口 5,000 円 （2 口以上）
登録会員（家族等）
3,000 円
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若年認知症交流会
小さな旅人たちの会（ちいたび会）

中野、杉並周辺

の若年認知症の本人・家族のみなさん
気軽に集まり、仲間と出会い、気分を転換、笑顔で帰る、そんな雰囲気の場です。

毎月

第２土曜 午後 2 時

に定期開催 します。

お気軽にご参加を！
交流会 (＋ミニ講演会)
09 月 14 日(土) 交流会
※10 月 12 日,13 日(土日) ﾘﾌﾚｯｼｭ旅行会(秩父) → 交流会なし
11 月 09 日(土) 交流会
12 月 14 日(土) 交流会 (＋お楽しみイベント)
08 月 10 日(土)

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、現在進行形で係っている本人・家族のみなさんがいます。そして、
専門医、医療専門職、介護専門職、支援者も応援してくれます。

＜交流会の内容＞
日頃のことをお互いに話し合える時間を基本としながら、医師など専門職による
相談機会、講演会などの情報収集機会、また、季節に応じた花見などの企画イベン
ト等を行います。
参加は、本人と家族、あるいは家族のみの参加、どちらでも結構です。本人同
伴の場合には、介護サポーターがお手伝いします。家族とは別のプログラムに参
加することができるので、本人のことを心配せず活動に参加することができます。
○会場は「マイルドハート高円寺」
の地域交流スペース
（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・障害者施設です。
○時間帯は、午後２時から５時
○おやつ代 500 円程度
（気持ち）
参加初回は入会不要です。
※ 他地域にお住まいの方、65 歳以
上の方でも参加いただけますの
で、ご相談ください。
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Expect (期待）
同じ目線に立ちながら、地域だからこそできる活動をしていきたい。
悩み、苦労を抱え込まず一歩を踏み出せば、新たな世界が広がる！ この経験を伝え広げていこう。
地域だからこそ、様々なご縁の中で、時に支え、支えられる、そんなことが自然にできる。
何より必要で、今、最も足りないものが正しい理解。正しい情報を伝えて浸透させたい。
そして、地域で支えあう輪を拡げ、次代を担う若者たちをも巻き込みつつ、
認知症になっても普通に暮らすことのできる地域の実現をめざしたい。

設立記念講演会開催にあたり
認知症介護研究・研修東京センター長
本間 昭（正会員）
認知症介護研究・研修東京センターの本間でございます。ちいたび会の設立記
念講演会の開催おめでとうございます。開催にあたり一言ご挨拶申し上げます。
介護保険が始まってからですが、以前認知症の人と家族の会の会員の方々にご
協力いただき、どういう条件があれば認知症の介護を長期間続けることができる
のかアンケート調査を行ったことがあります。介護保険のサービス利用の有無は
大きな役割を果たしているのではないかと想像していましたが、結果は違ってい
ました。長期間にわたる介護を続けることができた一番大きな条件は、すぐに何
でも相談できる相手が近くにいることでした。かかりつけ医であっても、介護支
援専門員であっても、近所の人でもいいわけです。困った、大変だというときに
介護をしている人に共感してくれる人が身近にいれば長期間にわたって介護を続
けることができたことがこの調査で示されたわけです。
昨年国が示したこれからの認知症をめぐる様々な課題への対応の１つに家族支
援があげられています。むろん、適切な介護保険サービスを十分に利用できるこ
とはいうまでもありません。そして、地域全体で認知症の人と家族を支えるため
に、地域での家族会活動が大きな力を発揮できるはずです。いつでも身近に相談
などができるからです。
ちいたび会はまだまだ活動を始めたばかりですが、今日の講演会にご参加いた
だいた方々をはじめとして多くの皆様のご理解、ご協力があればもっともっと大
きく活動することができます。今後ともよろしくお願いいたします。
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住まいの地域では早くから町会の集ま
りで夫の病気をカミングアウトしました。
散歩途中の夫が迷わないよう声をかけて
下さったり、小学校に迷い込んだ時には、
機転を利かせてデイサービスのバスに乗
せて下さったりと、それまで目には見え
なかった地域ネットワークの形を見た思
いでした。

家族の声
温かいつながりを持ち続けたい
現在 62 歳の夫は、10 年前に会社の上
司からの指摘で、病気を疑い、受診、検
査、診断となりました。
髄液中のタウ蛋白の値が高く、アルツ
ハイマー病に移行する可能性が高いとの
事。断言されたわけではありませんが、
腹をくくらざるを得ませんでした。

今回この地域での家族会発足に当たり、
このような温かいつながりを持ち続けて
いきたいと思い、微力ですが参加させて
戴く事に致しました。
よろしくお願い致します。

会社から退社を迫られそうになり、配
置換えで仕事が続けられないか人事担当
者にお願いしました。それも難しく、藁
をもつかむ思いで労働組合に駆け込み、
そこで助言をもらい、3 年半の休職を得
ることが出来ました。
58 歳の時、たくさんの書類手続きを私
が代行して、定年扱いで退職する事が出
来たのです。人事担当者にはいろいろな
ご配慮を戴いたと感謝しています。

不安は消えないけれども
夫（58 歳）は子どもが小学生の時から
地域のサッカークラブで審判のボランテ
ィアをしていました。三年前、中野少年
サッカーの審判仲間から「ご主人この頃、
よく物忘れをするよ。気をつけてあげ
て。」と声をかけてもらいました。
その後、注意深く観察をする日々が続
きました。やはり、度々同じことを繰り
返したり、探し物をする光景を目の当た
りにして、検査に行かなくては・・・
落ち着かない。夫を説得しなければ、
病院にも連れていけない。悩みました。
娘に相談し主人の OK をもらった時には
不安はありましたが、少しホッとしまし
た。診断は若年性アルツハイマー。
早い段階で病気がわかったことは地域
のサッカー仲間がいたこと。会社と家の
往復だけでは分からなかったと思います。
病名が分かり治療を早く受けられ、対
策もできるのでは・・・、でも不安は消え
ません。まだ、仕事にも行っています。
これからどのようになっていくのか・・・。
近くに同じ若年性アルツハイマーの当
事者やご家族がいて、体験やアドバイス
が聞ける、相談できる方が地域にいるこ
とは、とても心強くありがたく思います。
これからどうぞよろしくお願いします。

5 年ほど前、主治医からのアドバイス
で若年性認知症患者の家族会「彩星の会」
の存在を知りました。初めは何となく足
が向かず、すぐには入会しませんでした
が、主治医からの「医師の持つ情報にも
限りがあり、家族会には実際に介護にあ
たっているご家族の生きた情報がありま
す。ぜひ行ってみて下さい」との言葉に
背中を押されて入会を致しました。
そこはお互いの悩みや辛い気持ち、
日々のちょっとした喜びや介護生活のヒ
ントを分かち合い、励まし合う場として
大きな存在でした。
この会でちいたび会理事長の高橋惠美
子さんと出逢ったのですが、同じ地域在
住という事でご縁を感じています。
今日までの 5 年間に、アドバイスを戴く
だけでなく私にもお伝え出来そうな事が
たくさん増えました。

8

ません、すみません。」と何度か声を掛け
ても無視されてしまいます。
何だか悔しくなってしまい、気が付く
とその方と 10ｍほど並走して話し掛け続
けていました。そうすると、あまりのし
つこさに嫌気がさしたようで苦笑いを浮
かべながら場所を教えて下さいました。

サポーターの声
ちいたび会に向けて
東洋大学

武田美弥子

今回ご縁があってちいたび会の活動に関
わることが出来ることを嬉しく思います。
私自身、まだまだ若年認知症に対する
知識も少なく、一体自分には何が出来る
のか、大学生が関わることが会にとって
どのような意味を持つのか不安に思う気
持ちもあります。しかし活動に参加する
ことで、産声を上げたばかりのこの会と
一緒に成長していけたらと思っています。
大学生の私達はサポーターという立場
ではありますが、共に考え、共に動き、
共に楽しむということを大切にしていき
たいです。立場などによる垣根を作るこ
と無く、誰もが楽しみながら参加出来る
ような素敵な会となるように尽力してい
きたいと考えています。
ちいたび会でしか出来ないこと・ちい
たび会だからこそ挑戦出来ることがきっ
とあるはずです。そんな『ちいたび会ら
しさ』を作っていきたいです。
ここでの出会いを大切に、関わった全て
の人にとってかけがえのない居場所とな
るように、出来ることからお手伝いさせて
いただきたく思います。ちいたび会の今後
益々のご発展をお祈り申し上げます。

自分をよく知る人に出会う
東洋大学

日本、特に都心では、名も知らない他
人と関わることは、明確な理由が見えな
い限り敬遠されます。勿論そういった思
想を持つ人が全てではありませんが、
「知
らない人には付いていっちゃダメよ！」
という教えは、極端な形で私達の中に染
み付いている様に感じます。一方で、孤
独に苦しんだり、他者との関わりに飢え
たりしている人々は少なくありません。
この矛盾は今、取り返しのつかない状
況に広がりつつあります。高齢化、核家
族化、雇用状況の多様化に伴い、人付き
合いも手入れもラクな集合住宅は愛すべ
き存在になりました。人口が減少し始め
た今も尚、空いた土地があれば、美しく
過ごしやすいマンションがその隙間を埋
めてゆきます。
3 年前に、私も集合住宅へ転居しまし
た。隣人とは、すれ違えば互いに挨拶を
交わし、その日の気候の話などをします
が、その方の名前を知る機会はなかなか
ありませんし、相手がどの様な人物なの
かも知りません。元々、町内会の全員が
知り合い、といった古き良き町で育った
ので、初めは集合住宅特有の人付き合い
に違和感を覚えました。
近所のおばちゃんに捕まって長い立ち
話に時間を奪われる、という心配はなく
なりましたが、それがない寂しさと、何
とも言えない孤独感が今の住処にはあり
ます。顔だけを知っている、何者かも分
からない人々との暮らしは、
「何かあった
時に助け合えるのだろうか。」という不安
を起させます。

小早川智恵

初めてちいたび会の集まりに参加させ
て頂いた日、大学の仲間と中野サンプラ
ザで待ち合わせをしていました。ＪＲ中
野駅からあんなにも単純な道のりだとい
うのに、上手く辿り着けなかった私は、
通行人に道を尋ねました。しかし、
「すみ

特に若い世代にとって、些細な困り事の
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相談相手は、専ら、インターネットという
形ないものになってきました。相手の顔色
を伺わなくて良い交流は簡単で便利です
が、それが現実世界の人間関係よりも先行
してしまって良いのでしょうか。
「自分をよく知っている地域の他人」とい
う存在が日本中で消失し始めています。現
代において、お隣同士で醤油を貸し借りし
ていた頃の様な暖かい地域の交わりを再
構築する為には、個々の自発性以上に何ら
かのきっかけが不可欠だと思います。

とても重要な意味を持つのだと思います。
この会に参加させていただいた時、ここ
は同じ不安を抱えている人や支えたいと
集まった人と共に、悩みや苦労を語り合
い励まし合うだけでなく、人と接して楽
しむ時間を共有できる場所だと思いまし
た。ここに来れば同じ悩みを共感できる
人がいて、支えてくれる人がいて、楽し
い時間が過ごせる、そう感じられる空間
ではないかと思うのです。介護サービス
などの具体的な支援は必要不可欠です。
加えて、こういった人とのつながりを感
学ばせて頂くばかりになるのではなく、
じることのできる場所は、大きな支えに
自分にも何か出来る事はないか探したい、
なっていくのではないでしょうか。
と意気込んで参加させて頂いているちい
知識も経験も浅い私たちに一体何がで
たび会。
きるのかと、日々考えさせられます。私
まず、私自身が家以外の居場所が一つ
たちの世代だからこそ、学生だからこそ
増えた事への喜びを噛み締めています。
出来ることもあるのではないかと模索し
ちいたび会が、参加者にとっては勿論、
ながら、この「ちいたび会」に関わって
地域においても、交流のきっかけになる
いきたいと思います。
事を心から願って、活動して参ります。

ただいまＯＪＴ中

分かち合える場所
東洋大学

川村達

本橋優紀

オンザジョブトレーニング（ＯＪＴ）
はからずもお誘いを頂いて、「ちいたび
会」設立時に正会員として参加した。若
年認知症の方に接したことはなく家族の
方ともほとんどない。専門的知識も無い
平凡な年寄である。当会の中でどのよう
な役割を担えるか分からないが、ＯＪＴ
を重ねながら小さな歯車の１つになれた
ならと思う。
すでに実施している「オープンミーテ
ィング、プレ交流会、おためし旅行」に
参加し、髙橋正彦先生の講義、参加者皆
さんの話し合いを聴き、質問もしながら
勉強をしている。不用意な発言をして、
本人・家族の心を傷つけないか心配しな
がらである。
おためし旅行中には、本人や家族の方
が話しかけてきて、それぞれ自分のこと
を話してくれた。ほとんど聞いているだ

若年認知症はマイノリティーカテゴリ
の中のマイノリティーである。そんな話
を聞きました。名称こそ広く知られるよ
うになりましたが、まだ知られていない
部分の多い認知症。その中でも知られて
いないことが多いのが、若年認知症だと
思います。私自身も、今の勉強をしてい
なかったら知っていたかどうか、正直な
ところ、怪しいものです。
自分がまたは家族が、若年認知症にな
るとはおよそ考えつかないと思います。
知られていないということは、情報や支
援が十分に行き届いていないということ
ではないかとも思います。そんな中で自
分や近しい人が当事者になったら、想像
することしか出来ませんが、その不安は
計り知れないのでしょう。
そのような中、この「ちいたび会」は
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けで、私からはまだ話を返せないが、会
合での発言と異なったものを得た。これ
から仲間になっていくうえで、有意義な
旅であった。
この駄文を書きながら、髙橋正彦先生
の話をベースに、今までの見聞、体験を
自分なりに検証すると、おこがましいが
少しは自分のポジションが見えてきた気
がする。

15 年前に父が認知症を患いまだ原因も
治療法も分からず、周囲の支援など思い
もつかず、家族が交替で介護する生活が
続き、これがいつまで続くのかと悩んだ
不安な日々がありました。その父を献身
的に介護した母も、一昨年脳卒中で倒れ、
9 ヶ月近い闘病の末に息を引き取りまし
た。その時には、現在の医療が患者本位
ではないことを強烈に思い知らされまし
た。そんな経験でも少しはお役に立てる
高齢者との交流 私は、年間延べ約１．
かも知れません。
６万人の利用者のいる中野区立東山高齢
若年性認知症について全くの門外漢で
者会館のマネージメントを受託している
した。従って、ちいたび会の活動にとや
NPO 法人に所属して運営に参加している。
かく言えるレベルではありませんので、
また中野区ことぶき大学（現生涯学習大
しばらくは学びのステージと言うことで
学）の野方地区在住の在校生・卒業生で
参加させて頂きます。それでも、これま
組織する団体（会員数１３０名）に所属
で人間をやってきた中で得た経験や知識
している。
の少しでもが、ちいたび会の活動に貢献
どちらも１０～１１年になる。このよ
できればいいなと思うところです。
うな環境下で高齢者に日々接しているが、
ちいたび会の発足にあたって「こうし
感じとして認知症らしき人は確実に増加
ましょう！」というメッセージを書くべ
している。家族の葛藤も透けて見える。
きところでしょうが、まるで自己紹介に
後での推測だが、若年認知症の家族の方
なってしまいました。ゴメン。
もたまにおられる。
当会で得た知識・情報等は啓発目的も
含めて前述の高齢者へ、またそこで得た
参考となる情報等は、当会へ伝えて行き
たいと考えている。

ご本人・ご家族と共に
理事

できることを
監事

鈴木廣文

25 年余のサラリーマン生活の後、個人
で事業を営み何とか糊口を凌いできまし
たが、気がつくと齢 60 をこえ、仲間の何
人かはすでに亡く、ある者は故郷に帰り、
昔を偲んで久し振りに会うと病気自慢の
この頃です。
世の中は、マネーゲームに狂乱する人
びとが世界を騒がしているし、格差の広
がるいやな世の中になりそうだし、それ
じゃ俺としても何かできることをできる
時にやらなければと思うこの頃です。
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巻島道子

私は現在、中野区で介護療養型の病院
に勤務しています。看護師として認知症
（若年性も含めて）の研修を受け、ご本
人とご家族様はもとより、病院に従事し
ているスタッフの指導、支援にあたって
います。
「尊厳を保ち、その人の能力を活かした
ケア」を基本とし「その人を知る」ため
にいろいろな事に「気づく」事が大切だ
と、柱を立てて取り組んでいますが難し
いのが現実です。それでもスタッフと一
緒に、患者様の笑顔や言葉に癒されて頑
張っています。
さて、今回「ちいたび会」の一員とし
て関わることになった理由として、大き
く二つあります。一つは「笑顔が見たい」、

二つめは悩み・不安を共有する為に「聴
き役」になりたい。実際、ご本人・ご家
族と会ってお話を聞く中で不安の日々、
笑顔が消えていく暮らしがひしひしと伝
わってきました。
「何が出来るんだろう」・「ピアサポー
トって？」悩みました。実はつい最近ま
で悶々としていました。
そんな時に「話聞いて！」と声がかかり
始めました。認知症のこともあれば他の内
容だったりもしますが、聞き終わった頃に
は安堵した表情になっています。
この表情が見たいと思いました。時間が
許す限り聞き相手として、旅のお供の健康
管理ナースとして宜しくお願いします。

今回の活動にも、この人とのご縁はと
ても有効に働いている。
そもそも、私と若年認知症との出会い
も区の保健福祉の行政計画を策定すると
いう担当職務の中での取り組みがきっか
けであり、今回、その時にご縁を持った
方々にお声掛けをさせていただき、多く
賛同者として係わってもらっている。
私は、地方公務員はもっと地域に飛び
出して、地域の活動に自らを投じていっ
てよいのではないかと思っている。自分
もそうであったが、職務経験を積んでい
く過程で多くの地域の人たちとのご縁が
できる。また、様々人と人との調整を要
する場面での経験、そして、多くの書類
を作成したりする中で、知らず知らずの
うちに、意外にも地域の活動団体の運営
上必要とすることの多くに精通し、こな
す力を身につけているのである。

人と人との関わりを動きにする
副理事長

高橋昭彦

私は中野区に勤務している。というこ
とで職業は地方公務員であるが、本会へ
は自分の時間を使ったプライベートの活
動として参加している。
さて、入区して以来、いろいろな部署
で仕事を担当させてもらいながら、様々
な人とご縁を持つことができた。変わっ
たところでは、保健所では、お風呂屋さ
んや美容室の主人などとも縁が持てた。
保健福祉の計画部門にいたことから、そ
の関係者とも縁を持つことができた。し
かし本格的に縁が持てるようになったの
は、立場が上がり課長級となってからで
ある。最初に担当した産業振興課では、
事業所の経営者や、商店街の商店主など、
とても活動的で魅力的な多くの人たちと
知り合うことができた。また、現職のす
こやか福祉センターでは、地域の町会・
自治会長、民生・児童委員などを始めと
した地域に密着して活動する様々な人た
ちとお付き合いができるようになった。
この人とのご縁というのは、かけがえ
のない財産であり、実際、仕事を進める
うえでも大いに役立っている。
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今、私は、この会の活動を通じて、と
ても充実感、満足感を味わっている。
仕事だけの関係では、異動してしまえ
ば後任者への遠慮もあり、せっかく縁の
持てた人であっても、なかなか同じよう
にお付き合いが続けられなかったりする
ものであるが、プライベートの関わりで
あればそんな遠慮は必要ない。このこと
は非常に気持ちが楽であり、思い切りこ
れまでの縁を活かしてお付き合いができ
る。実際に某Ｈ本氏とはしばし絶えてい
た飲む機会がここ半年で数回復活したり
もしている。
本会の実務上でも、ＮＰＯ法人認証手
続き、助成金申請など、仕事での経験が
とても役に立っており、会の運営にも貢
献できていると思っている。
行革に取り組む地方自治体においては、
公務員が以前よりも地域と接点を持てる
機会が減少してきている。今こそ、地域
活動に積極的に向き合ってみる、そんな
ことを公務員諸氏も考えてみてはどうだ
ろう。そんなこと思いつつ、今後もご縁
を力として動きを作っていきたい。

Network (様々な活動の中で）
小さくても、いい活動をずっと続けていきたい、地域の中で。
人には相性があるので、自分に合う場所を見つけるための選択肢ができるだけ多くある方がよい。
そして、画一的であるよりも、少々癖があったとしても、個性豊かな活動のたくさんある地域が魅力的。
自分たちもその一つとして、持ち味活かした活動を息長く続けていけるように努力していこう。
地域の範囲は生活者の目線でみたエリア。中野、杉並、練馬、渋谷・・・。
できれば地域の中で、互いに紹介しあい、時には交流し、縁を広げながら活動をしていきたい。
「小さな旅人たち」
大きな地球と時の流れに比べ
たら、私はほんとにちっぽけで、
あっという間の存在だけど、私の
人生という小さな旅、
あなたと、みんなと、歩きたい

高尾山に登ってとろろそばを食べよう
ホームタウン友愛 地域連携室
山田 忍
認知症を持つ人も、持たない人も、家族も、みんなで一緒に高尾山に登って暖
かい高尾の冬そばを食べたいです。
そばの上に散らした黒いのりを下敷きに真っ白なとろろがたっぷりと広がり、
その真ん中に黄金に輝く生卵を落とし、そして七味唐辛子の赤がアクセントに。
派手なことを追いかけるのではなく、頂上で静かに笑いながら、細く長く、
「お
そばに」いつまでもと願いをこめてするする（！）と。
そして、下山した新宿駅では、たとえ認知症が私たちを分かつことがあっても、
それでもなお、生きてきたことに喜びや感謝を込めてビールで乾杯しましょう。
教材でもなく、実験材料でもなく、認知症ビジネスの顧客としてでもなく、一
個のかけがえのない存在として、哀れみも含めた社会の偏見と差別から自由にな
り、私たちはこの町でこれからも暮して行きたい。
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中野で活動している団体
さぎ草の会
代表者
連絡先
活動場所
対象者

前田スエ子
TEL 03-3338-8885（中大路 なかおおじ）
鷺宮高齢者福祉センター
・家族の介護をしている方
・介護に関心をお持ちの方
主な活動内容・家族の介護をしている方に語らいの場を提供
・傾聴ボランティアが日ごろの介護の思いをゆっくりとお伺いします
・認知症ケア専門士や地域包括支援センターの職員も同席して適切な
アドバイスをいたします
活動日
毎月第３木曜日 午後１時半～３時半
今後の予定
勉強会（期日未定）
セールスポイント
「介護する方も 介護される方も 笑顔で過ごせる日々を目指して語りあいまし
ょう。」

新井の介護を考える会
代表者
連絡先

佐藤千惠子
TEL 03-3386-2061（佐藤）
連絡責任者：伊藤勝昭 090-7260-1995
メール： ikasu-clk0313@nifty.com
活動場所
中野区新井地区を中心に中野区全域
活動拠点
新井区民活動センター
活動対象
地域住民及び一般区民
現在の会員数 21 名（ボランティア）
基本方針
避けて通れない介護の問題を、一人でも多くの方と一緒に「知る」
「考
える」
「つながる」を基本に活動を展開しています。専門家でもない
一市民が参加し継続的に活動できる会です。介護に関する認識の共
有を通じ、住みやすい地域作り、中野区民の福祉向上につながるネ
ットワーク構築を目指しています。
定例会（運営会議）
第二水曜日/毎月 午前 9 時 30 分～11 時 30 分
場所は新井区民活動センター
主な活動紹介・認知症サポーター養成講座の開催
・あらい祭りなどの地域イベントに参加して啓発活動
・施設訪問の実施
・車いす講習会
・認知症と交通事故、家族の対応等についての講演会開催等
14

協力・サポーター機関
中野区福祉推進分野、中野区社会福祉協議会、
中野区北部すこやかセンター、中野北地域包括支援センター、
新井区民活動センター、ホームタウン友愛（地域連携室）、
ことぶき新井、中野区シルバー人材センター新井班

花みずきの会（認知症介護の集い、ミニサロン）
代表者
連絡先
活動場所

海賀美恵子
TEL/FAX 03-3951-6970
中野区松が丘シニアプラザ、
中野区江古田区民活動センター（主に祭日）
活動日
原則毎月第一月曜日 午後１時～３時
対象者
認知症介護（又は介護）の家族
認知症の事を知りたい方
会のお手伝い
主な活動内容 話し合い、情報提供・収集、講演会等
今後のイベント予定
講演会（日時、内容未定）
セールスポイント
「ぐち、おしゃべり、介護の事、その後となんでも話せる場です。介護する方、
される方が安心して日々を過ごせるような方向で活動しています。
難しいお手伝いではなく、ちょこっとしたお手伝いも大事だと考えています。」

東山すずらんの会
代表者
連絡先

大山洋子（おおやま ようこ）
中野区丸山 1-20-7
TEL 03-3386-4123
活動場所
東山高齢者会館他
対象者
在宅で家族を介護している人
発足
昭和 63 年 11 月（翌年から自主活動）
主な活動内容・毎月１回の定例会に介護者の近況報告を聞き、介護終了者がアドバ
イスをする。
・介護に必要な知識や制度などの学習
・年に１回は消防署救急隊員から救急法を学ぶ。
活動日（定例会）
毎月第１水曜日午後１時３０分から４時
会員
１６名の内９名が介護中で残りは介護終了者
※現在４名施設入所、在宅９名
年会費
1,000 円
その他
介護者が少しでもほっとする時間を提供したい。
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杉並で活動している団体
杉並介護者応援団（ネットワークで介護者を支援する活動）
代表者
連絡先

理事長 北原理良子
TEL/FAX 03-6768-1322、090-1050-0373
東京都杉並区浜田山 2-13-1
メール: k-ouendan@jcom.home.ne.jp
ホームページ：http://www.sugi-chiiki.com/k-ouendan/

私たちの活動の基盤は、「介護者の会」です。
お互い様の支え合い～
・介護者が「来てよかった！」と思えるような介護者の会に！
・介護者支援の活動を通してサポーターも得ることの大きさに気付く！
介護家族には
《要介護者には介護保険などの支援・介護者には「介護者の会」参加》
が当たり前の社会になって欲しい
というのが、私たちの願いです。
○地域で介護者を支えるために（杉並介護者応援団の設立）
平成 17 年秋、杉並区が「介護者サポーター養成講座」開催し、講座の修了生が、
杉並介護者応援団を立ち上げました。
同時期に区の介護者支援対策に呼応した、在宅支援センター3 ヶ所に「介護者の会」
が誕生し、介護者サポーターとしてこれらの会の運営支援に入る事になりました。
介護者の会の立ち上げ等にも関わりながら、平成 21 年 2 月にＮＰＯ法人となり、
行政から委託を受けて、現在 12 カ所に増えた介護者の会の運営を担っています。
○介護者の会では、
私たちサポーターは、定例会（概ね月 1 回開催）では、会場や茶菓の準備を行な
い、参加者の話を傾聴しながら、介護者同士話しが出来るよう、ピアサポートを進
める役割を担います。
会には、地域の介護経験者や専門職の方などが参加されることも多く、介護や地
域の情報も提供されています。20 年前から継続している会、他の法人が開催する広
域から参加者を集めている会など計 16 の会が区内にあり、それぞれ特徴ある活動を
行っています。
介護者の会には、経験者や仲間同士で語りあって、「自分ひとりではない」という
気持ちを抱かせ、ひと時心をなごませる、という力が確かに存在すると感じています。
○孤立しがちな介護者への支援
2 年前より、「男性介護者の会」や「土曜・介護者の集い」など属性別や要介護者
を同伴して参加が可能といった会を開催しています。更に「晩めし屋」という、グ
ラスを傾け、夕食をともにする集いの場では、飲むことで心が解放され、本音が語
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られています。
若い世代への啓発として、高校の奉仕の授業で 4 年前から寸劇を上演してきまし
たが、本年度は特に、介護者の孤立防止や虐待の予防などのために、市民の立場か
ら可能な支援は何かと考え、地域包括支援センターと協働で、認知症サポーター養
成講座等を開催し、寸劇を通して、認知症の方への対応や介護者の会の存在のＰＲ
をしていくなどの活動にも力を入れています。
○地域のネットワーク
介護者の会の存在の周知、介護の最中にある方の介護者の会への参加の難しさ、
その後の複合的な課題の解決、と超えるべきハードルは多く、行政、住民、医療・
福祉の専門機関などの連携が欠かせません。
定例会での課題は、地域包括支援センター、専門機関等に繋いでいます。また、
毎年 2 回開催される「杉並介護者の会連絡会」は、行政、介護者の会リーダーと会
をバックアップする地域包括支援センターや関係機関を構成員としており、地域の
介護者支援とネットワーク構築を考える場として定着してきました。
杉並介護者応援団は、その名のとおり、地域に根ざし、介護者一人ひとりに寄り
添った支援を目標にしています。一方で、首都圏の介護者の会ネットワークや、介
護者支援のＮＰＯとも繋がり、広い視野に立って介護者の支援を考える事も必要と
考えています。
介護者が要介護者とともに、孤立せずに地域で自分らしく暮らし続けるために、
地域から発信し、地域に戻って提言していくこと、私たち NPO と介護者の会が地域
の資源として、互助、共助の基盤を持った地域づくりに貢献できることを願って、
活動を継続していきたいと考えています。

中野区医師会 HP より引用

杉並子育て応援券 HP より引用
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あなたらしく暮らしていきたい！
主任介護支援専門員
宮原 和道
地域で安心して暮らし続けていけるようにと、2008 年、中野区に NPO 法人ピク
ニックケアを立ち上げ、居宅介護支援事業と訪問介護事業を開始しました。
「陽だまりの中をぬくもりを感じながらピクニックのように地域で暮らし続け
る」を理念に、介護保険事業だけでなく、地域の団体活動やボランティアにも率
先して参加させていただいております。
しかしまだ、介護保険ってどうやって使うの？何ができるの？から始まり、ケ
アマネジャーって掃除してくれるの？何をしてくれるの？と言う方が多いのが事
実です。利用されている方ですら、来ても何もしてくれない、話をして印鑑を押
しているだけじゃないか、役に立たない。などとも言われることもあります。
それでも地域のケアマネジャー達は、利用者に寄り添って介護保険も介護保険
外もなく、必要なサービスを調整し、ケアチームを作って利用者が安心して地域
で自立した生活ができるように支援しています。直接援助する立場ではないため、
サービス事業者や地域の団体がなければ、何もできない立場でもあります。
自分自身は、20 代で交通事故で、くも膜下出血・硬膜下血腫・頚椎ヘルニアし
６ヶ月間の入院リハビリと２年間の通院リハビリをし、ケアを受ける側も経験さ
せていただきました。歩けなかったので車いすの運転も上手なもんですよ。その
おかげでケアを受ける側に寄り添うこともできるのかと、事故も感謝かな。
ケアを受けているから、あれも我慢、これも我慢じゃなく、障害の有無もなく、
家族に要介護者がいるからも無く、みんなと同じように地域で暮らし続け、楽し
むことも大切だと思います。介護保険サービスだけでは当然不可能ですが、地域
のサービスを利用しながら、その人らしい生活を続けている人がどれだけいるで
しょうか？そんなケアプランがどれだけあるでしょうか？
僕は、ケアマネジャー１年目に、元気な時は毎週エステに行かれていた女性が
脳梗塞をし要介護となったがこれまで通りエステに行きたいという想いをケアプ
ランにし（もちろん介護保険は使えませんので地域の助けをいただいて）ました
が、よそから「要介護なのにエステのケアプランなんておかしい」なんてご批判
を頂いたこともあります。が、現在でもその人らしいケアプランを作っていきた
いと思っています。それが、ＮＰＯピクニックケアの名前の意味をなすと思って
いますから。
今回、高橋惠美子理事長から声をかけていただき、地域の団体が元気に活動し
ていただけることが、ＮＰＯ法人ピクニックケアの理念にも一致するため、ちい
たび会を応援させていただくことにいたしました。若年性認知症に特化した部分
は是非伸ばしていただき、色々合併症が出てくると思いますので幅広く活動して
いただき今後も、共に地域で元気に活動していただきたいと思います。
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第２部 シンポジウム
普通に生活するということ
－若年認知症を受けとめる地域－

○基調講演：髙橋正彦
（大倉山記念病院精神科・物忘れ外来部長）

○パネルディスカッション
伊藤 直子（家族の視点から）
中野区在住
宮原 和道（ケアマネジャーの視点から）
NPO 法人ピクニックケア代表
加山 弾 （地域福祉の視点から）
東洋大学社会学部社会福祉学科准教授
高橋 惠美子（地域密着重視の視点から）
本会理事長
※いずれも敬称略
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若年認知症とともに生きる

大倉山記念病院
精神科・もの忘れ外来
高橋正彦

若年認知症の特徴

認知症とは
• いったん発達した知的能力が、後天的に、持
続的に障害されたために、日常生活や社会生
活に支障をきたすようになった状態。

若年認知症の特徴 １
• 頻度が少ない
• 若年期：１０万人対３２人
• 老年期：１０万人対７０００～８０００人
• 全国に数万人？
⇒本人・家族の孤立

若年認知症の特徴 ２
• 原因疾患が多様
• アルツハイマー型認知症
• 前頭側頭葉変性症（ピック病）
• 脳血管性認知症
• その他
• 皮質基底核変性症、進行性核上麻痺、パーキンソン病
に伴う認知症、ハンチントン舞踏病、頭部外傷後遺症、
一酸化炭素中毒など

⇒疾患に基づく治療やケア方針

若年認知症の特徴 ３
• 進行の速さに多様性
• ただし生命予後(死亡までの期間）は長いことが
多い

若年認知症の特徴 ４
• 病識が保たれる時期が長い
• 本人の自己評価の低下
• 高いうつ状態のリスク
• 本人に対する、より特別な精神的配慮
• 病名の告知

若年認知症の特徴 ５
• 本人、家族に精神的ショックが大きい
• 老年期：比較的自然に受け止められる
• 本人・家族へのより細やかな精神的サポー
トが必要

若年認知症の特徴 ６
• 身体的・精神的エネルギーレベルが高い
• 援助における活動内容の違い

若年認知症の特徴 ７
• 経済的問題
• 患者が夫の場合、収入は？
• 将来設計の変更

• 制度上の問題
• 介護保険？ 自立支援法？

若年認知症の特徴 ８
• 行動・心理症状が多彩
• 認知機能が低下しても身体的能力は保持
されている。
⇒時に暴力事件に発展。

• 急に予測できない症状が出現し、緊急対応
が必要なことも多い。

若年認知症支援のために

自己愛・自尊心
• 自分自身を大切に思う気持ち
• 周囲から大切にされている、愛されていると感
じることが重要。
• 自己愛が傷つけられると・・・怒り

ピアサポート（peer support)
• 同じような立場の人同士がたがいに支えあう
こと
• 若年認知症・家族についても重要。
• 治療的効果。

トラウマ（心的外傷）
• 外的・内的要因によるショックから起こる心の
傷。
• 外的刺激→ショック→心の傷→行動の変化

役割意識
• 社会のために、他人のために、自分が役に立
っているという感覚。
• 生きがいや、周囲に対する肯定的な気持ちに
つながる。

社会性
• 集団をつくって生活しようとする人間の持つ基
本的な性質。
• 通常、成人は複数の集団に所属し、その集団
の中で役割を持っている。
• 単一の集団のみの関係が続くと、他の集団に
溶け込めなくなるリスク。

生活リズム障害
• 人間は２４時間、１週間、１年といったリズミカ
ルな生活を送っている。
• それがうまくいっていない状態を生活リズム障
害と呼ぶ。
• 生活リズム障害が行動・心理症状につながる
危険性がある。
• たとえば・・・夜間せん妄

若年認知症を支援するために

認知
発症の
気づき
退職

ケアシステムの
空白時期

診断確定

デイサービス
利用開始

現在の認知症ケアモデル
年齢

社会的支援
• 同一事業所、同一部署で
• 職務内容の見直し

• 同一事業所内での配置転換
• より単純な職務

• 転職支援
• ジョブコーチなどの利用

• 自立支援作業所
• 自立型・社会型

• グループワーク
• デイサービスなどより高機能

転職支援
• 障害者自立支援法の活用
• Ex. ジョブコーチなどの制度の活用

• 障害者職業センター
• 現状では力不足か？

現在の認知症デイサービスの問題点
•
•
•
•

軽症のサポートシステムがない。
混合ケア⇒高齢者の中で孤立。
受身的活動内容。
活動内容が若年向きではない。
• 身体活動の不足。

• 個別プログラムの不足。

ノーマライゼーション
•
•
•
•
•
•
•

１日のノーマルなリズム
１週間のノーマルなリズム
１年間のノーマルなリズム
ライフサイクルにおけるノーマルなリズム
ノーマルな個人の尊厳と自己決定権
その文化におけるノーマルな性的関係
その社会におけるノーマルな経済水準とそれを得る権
利
• その地位におけるノーマルな環境形態と水準
（Bengt Nirje, 1969)

認知症があっても
ノーマルな生活を！
 「リズム」
• 24時間のリズム
• 1年のリズム

 社会性・対人交流
• 複数の集団に所属
• 集団の中での役割

 自尊心・プライド
• 「他人から必要とされている」
• 「一人の人間として周囲から認められている」
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おしまい

♪ 会 員 募 集
(1) 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
（個人・団体）[入会金] 5,000 円 [年会費] 5,000 円
(2) 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
（個人）
[入会金] 5,000 円 [年会費] 1 口 5,000 円（1 口以上）
（団体）
[入会金] 5,000 円 [年会費] 1 口 5,000 円（2 口以上）
(3) 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
（家族等）
[入会金] 2,000 円 [年会費] 3,000 円
※ 初回参加時は入会金、年会費不要です。気に入ったら入会してください。
また別途、交流会参加時におやつ代を集めています。
金額はお気持ちで 500 円程度（誕生日のお祝い品などにあてます）

♪ 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。

♪ ご支援のお願い
寄付によるご支援、物品提供によるご支援など、活動を拡げるためご支援をお待ちしています。
＜取引口座＞
金融機関：西武信用金庫（1341） 本店（001）
種別：普通預金
口座番号：2068622
名義：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

[お問い合わせ]
〒165-0034 東京都中野区大和町 3-9-22 ちいたび会事務局
TEL/FAX：03-3338-6932
メール：honbu＠chiitabi.jp
高橋惠美子 理事長 090-1127-0600
高橋昭彦 事務局長 090-3583-1979
ホームページ

http://chiitabi.jp/

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

