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新プログラム「囲碁教室」
今年 6 月 4 日 ( 日 ) 心の唄バンドの木谷正道さん主宰「高次脳
機能障害と囲碁の会」に 10 名で参加したことから囲碁が始まり
ました。その会に参加された柴本礼さんより紹介された村上深さ
んの 6 月 10 日 ( 土 ) の囲碁体験に始まり、7 月の囲碁教室には
木谷さん紹介の菊池忠浩さんも見学にお出でいただき、８月から
は村上さん（ふーさん）と菊池さん（ひろちゃん）のお二人によ
る月２回の囲碁教室が始まっています。
囲碁療法とは【ふーさん / コーチ】
囲碁療法とは、囲碁を用いて脳を活性化し、主に高齢者の健康
増進をはかろうというという取り組みです。板橋区にある、主に
高齢者向けの医療と介護、
健康増進に関する研究を行っている
「地
方独立行政法人

東京都健康長寿医療センター研究所」にて囲碁

療法プロジェクトチームが臨床研究を行っており、私は囲碁に知見のある立場として参加しています。
私たちは、臨床研究を行いながら囲碁療法をきちんとしたプログラムとして確立し、さらに囲碁が単なる
ゲームというだけでなく、社会にとって身近な存在になることを目指しています。

囲碁の医学的効能
臨床研究の結果、健常高齢者、あるいはすでに認知機能が低下している高齢の方については、囲碁を覚え、
楽しみ、継続して活動に参加できました。通常、高齢の方は認知機能が時間経過でゆるやかに低下するもの
ですが、囲碁に親しむことで認知機能の維持ができ、人によっては向上する結果が得られました。これは、
認知症予防や、すでに認知機能が落ちた後のリハビリテーションのどちらにも使用できることが示唆された
ものです。

高次脳機能障害への活用
高齢者向けの研究で示された結果が、高次脳機能障害の皆様でも同様の効果が得られるのではないか、と
考え、調布ドリームでの囲碁教室を実施することになりました。これまで３回実施した中での気づきとして
は、囲碁の技術向上だけでなく、勝負に負けた際の感情コントロールや、対戦相手を気遣うコミュニケーショ
ンツールとしての役割を果たしているように見受けられました。リハビリテーションプログラムとしてこれ
から改善していきたいと思います。
※ふーさんは、来年の世界アマチュア囲碁選手権の日本代表でもあり、囲碁療法とプレイヤーを両立されています。

（地方独立行政法人 東京都健康長寿医療センター 地域参加と地域保健研究チーム

村上 深）

熱心な姿に驚き【ひろちゃん / コーチ】
7 月から、5 回ドリームの皆さんのお手伝いをさせて頂きました。第一印象は皆さんが非常に熱心に取り

組んでいらっしゃるという事、そして、皆さんで仲良く教え合って居る事、
手を挙げて質問される事に大変驚きました。今まで、入門講座は 50 年間
1000 回程やらせて頂きましたが、話す内容は変りがないのに、これ程楽
しそうに囲碁に取組んでくれた例は有りません。
囲碁のルールは簡単です。統一されて無くて非常に残念ですが、４つか
ら５つ最大で８つです。囲碁は記憶では無くて理解であり、判断です。早
く分かった方がより上達するとは限りません。対局が出来るまでに 100
回は教わりつつ、経験する必要があります。 興味の持ち方や理解の程度
も個人差があり、上達のスピードも違いが有ります。皆で楽しく教え合い
ながら、上手な人は理解の遅い方を導く様にして楽しく遊ぶ。
『分かった』
を、全員感じて頂ける様に！ 宜しくお願い致します。

（日本棋院調布支部 支部長

菊池 忠浩）

【トレイニー感想】
＊毎月教えてもらい対局をやっていると相手の手を読めるようになっておもしろくなってきた。
（コーン）
＊はじめは難しかったけどコーチやトレイニーが教えてくれ楽しくできています。
（まこ）

新任職員紹介
よろしくお願いします【しまちゃん / 職員】
初めまして。9 月より常勤・支援員としてドリームのメンバーになりました島田勇一です。ドリームに来
るまで、０歳から１８歳までの子ども達と関わる児童館の仕事を１０年以上してきました。その中でも中学
生・高校生の担当として、スポーツやバンドを教えていました。趣味はスポーツと音楽です。ドリームでは、
しまちゃんと呼んでもらっています。よろしくお願いします。

2017 年９月のご報告
当事者会

9 月 30 日 ( 土 )

今月の議題は、①ツラくてすごく苦痛に感じて落ち
込んでいることと対処法、②ドリームで特に力を入れ
ていること。力を入れていない理由、③やってみたい
スポーツ、の 3 つがトレイニーから提案されました。
③のスポーツでの話をご紹介します。

モダンジャズ（サトシン）
卓球（えの）
スカイダイビング（いがどん）
自転車ロードレース（しみさん）
ゴルフ・新しい楽器（トムサン）
サーフィン・ダイビング（やまくん）

テニス（にご）
水泳（みっ）
登山・サッカー・マラソン（かな）
野球（真左）
卓球・テニス・サッカー（くの）
スポーツ吹矢（ババ）

マット体操（コーン）
ツーリング（しんや）
バドミントン（さいとう）
車いすバスケット（りきどう）

予
告

今月の書道作品

第 33 回ドリームサロン
日時：11 月 23 日 ( 木 ) ＰＭ１：00 ～４：30

講演：「事例に学ぶ高次脳機能障害のある方への支援」
～病歴や画像、心理検査の実例から～
講師：渡邉 修氏
（慈恵医大第三病院 リハビリテーション科教授）

夢市だより
【えのちゃん / トレイニー】
ワンちゃんのおやつ「DD クッキー」作りを担当している、えのちゃんです。
クッキーの特徴は、砂糖・添加物を使っていない、薄力粉だけでなく全粒粉も加え、ワンちゃ
んに優しくヘルシーなクッキーです。
作る際に気を付けていることは、①生地の厚さが平
等になるように、②型抜きの時に無駄がないように隙
間なく取る、③焼き色をみながら焼く等です。

お得意様からの注文もあり、発送もしています。
夢市だけでなく、若草やこころの健康支援センター
でも販売しています。
夢市入口の絵【さいとうさん / トレイニー作】

◆９月のご見学・ご来所など◆ 9 月 26 日（火）元トレイニーとご主人、音楽療法士の方と共にジャズピアノ体験見学。
９月 30 日（土）元トレイニーが当事者会に参加。
◆ご寄付よろしくお願いします◆

ご寄付の振込先 郵便局 ００１８０－９－６５１８２８ 「調布ドリーム」

※通信欄に「寄付」と明記の上、ご氏名、ご住所、お電話番号をご記入ください。追って領収書を送らせていただきます。ま
たドリームごよみにお名前を掲載させて頂きますので、匿名ご希望の方は、その旨も通信欄にご記入をお願い申し上げます。
◆東京都の高次脳機能障害専用電話のご紹介◆
・東京都心身障害者福祉センター
電話 ０３－３２３５－２９５５ ＦＡＸ０３－３２３５－２９５７
月～金曜日

９時～ 12 時、13 時～ 16 時（祝日・年末年始を除く）

・とうきょう高次脳機能障害インフォメーション
http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/shinsho/kojino/index.html

10 月の予定（都合により変更もあります）

※調布ドリームは日曜・月曜はお休みです。

＜生活訓練＞

日

月

火

水

SST

囲碁教室
体操 / 音楽

１ ２ ３西部つどい MT ４
８ ９ 10

振替休日 11 グッズメイク
10/8（日）分 第 79 回運営委員会

西部ふれあい
のつどい

ボランティア募集中

15 16 17 認知リハ 18

編物教室
体操 / 音楽

書道教室

木

５

パソコン
午後休み

料理 MT

29 30 31 サロン MT

６ 料理の買物 ７ 料理教室
卓球

パソコン

19

パソコン

ゲーム

スポーツ吹矢

卓球

絵手紙
料理合同 MT

20 卓球交流会準備 21 イイトコサガシ
卓球交流会

27

火曜日～土曜日：10 時～ 15 時
10 時：ラジオ体操

カラオケ

土

12 囲碁教室 13 当事者会準備 14

22 23 24 認知リハ 25 新聞アート 26 パソコン
体操

金

脳トレ
卓球

映画鑑賞「アーロと少年」

28 絵を描こう
当事者会

MT：ミーティングの略
SST：社会生活技能訓練

＜就労継続支援 B 型＞

日

月

火★

水★

木★

受注作業

ＳＳＴ

午後休み

１ ２ ３西部つどい MT ４ DD クッキー製造 ５ 受注作業

金 ★

土 ★

６ 販売＆整備 ７ 料理教室
卓球

８ ９ 10 振替休日 11 DD クッキー製造 12DD クッキー製造 13 販売＆整備 14 絵手紙/販売品制作
西部ふれあい
のつどい

10/8（日）分

第 79 回運営委員会

受注作業 /MT

卓球

料理合同 MT

15 16 17 販売＆整備 18 DD クッキー製造 19 DD クッキー製造 20 販売＆整備 21 販売＆整備
受注作業

ＳＳＴ

受注作業 /MT

卓球交流会

受注作業

ＳＳＴ

受注作業 /MT

卓球

映画鑑賞「アーロと少年」

22 23 24 販売＆整備 25 DD クッキー製造 26 DD クッキー製造 27 販売＆整備 28 絵を描こう/ 販売品
29 30 31 販売＆整備

制作 当事者会

★「夢市」は火曜日から土曜日まで 10 時～ 15 時開店
ただし、プログラムの都合上、午後は閉店となる日があります

カラオケ

調布ドリームご利用ガイド
＊活動日：週 5 日 ( 火～土 ) 10 時～ 15 時。

送迎なし。

昼食は各自持参。

＊生活訓練プログラム（定員 10 名）
：卓球、音楽、認知リハ、パソコン、グッズメイク、ゲーム、絵手紙、編物、SST、絵画、
新聞アート、書道、イイトコサガシ、料理、スポーツ吹矢、カラオケ、ジャズピアノ、映画鑑賞、囲碁 etc.
『夢市』( 犬用クッキーや自主作品の製造販売とリサイクル品等の販売 )、
＊就労継続支援 B 型プログラム（定員 10 名）
：
パソコン・絵手紙・絵画などにおいて商品の開発、レクリエーション（卓球、カラオケ、映画鑑賞）etc.
＊共同プログラム：地域イベント参加、ドリームサロン開催、旅行
＊職員：＜兼務＞施設長 1 名、サービス管理責任者 1 名、事務員 1 名（非常勤）＜生活訓練＞支援員 4 名（常勤 2 名・
非常勤 2 名）＜就労継続支援Ｂ型＞支援員 3 名（常勤 2 名・非常勤 1 名）
、職業指導員 1 名（非常勤）
＊専門資格：作業療法士 1 名、社会福祉士 1 名
＊リハビリ講師：
（卓球、編物、認知リハ、絵手紙、ゲーム、パソコン、絵を描こう、ジャズピアノ、新聞アート、吹矢、書道、囲碁 ）
＊ボランティア：一般ボランティア ･ 家族ボランティアが、夢市・編物・卓球・料理などで活躍中。
（ボランティア募集中）
＊ご利用には障害福祉サービス受給者証が必要です。
（お住まいの各区市の障害福祉課に申請）
＊障害者手帳がなくても高次脳機能障害の医師の診断書がとれる方、また介護保険の第 2 号被保険者 (40 ～ 65 才未満 )
の方もご利用いただけます。
＊利用料は障害者総合支援法の規定に基づきます。所得により月額負担上限額があります。
＊随時ご相談を受け付けます。まずは見学にお出でください。不明な点は、その際にご相談ください。
編集後記

先日、編み物講師のみかんさんにお会いして、それまで編み物にまったく関心がなかった私が、編み物ってい

いな～と思うように。母にそれを告げると驚いて、
「人間って変わるものね～」と。トライしてみようかな…（笑）。
（まさみ）
ＮＰＯ法人高次脳機能障がい者活動センター調布ドリーム
（〒 182-0036

調布市飛田給 2 － 22 － 7

TEL/FAX：

042 － 444 － 3068

http://www.chofudream.com

TBK ビル１階、京王線「飛田給」駅南口徒歩 1 分）

E-mail：info@chofudream.com

代表 吉岡千鶴子

調布ドリームでは、みんなが呼称を申告し、対等で打ち解けやすい呼び方を取り入れています

