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一般社団法人かまくら認知症ネットワーク 

平成２８年度事業報告書 

平成 28 年 4 月 1 日～平成 29 年 3 月 31 日 

 

１．広報部会 

①会報 

・会報２８号（５月号） 印刷部数 ９００部 

封筒詰作業に認知症の本人１名、家族１名が参加 

   ・会報２９号（7 月号） 印刷部数 ６００部 

    封筒詰作業に認知症の本人２名、家族２名が参加 

   ・会報３０号（9 月号)  印刷部数 ６００部 

    封筒詰作業に認知症の本人２名、家族２名が参加 

   ・会報３１号（１１月号） 印刷部数 ６００部 

    封筒詰作業は「ワーキングデイわかば」の認知症当事者に依頼 

   ・会報３２号（１月号） 印刷部数 ６００部 

    封筒詰作業は「ワーキングデイわかば」の認知症当事者に依頼 

   ・会報３３号（３月号） 印刷部数 ６００部 

    封筒詰作業は「ワーキングデイわかば」の認知症当事者に依頼 

②ホームページ 

 ・適宜更新し会報 PDF 等掲載した 

③サポーターズメーリングリスト 

・平成２９年３月３１日現在、登録者５８名 

④掲載記事等 

   ・「クロワッサン特集号」 かまくら散歩記事 １月１０日号掲載 

   ・「クリニックばんぶう」日本医療企画 診療所向け情報誌 １月１日号掲載 

   ・「若年性認知症の人の就労支援や生きがいづくりに関する調査」認知症介護研究・研修大府センター １２月８日提出  

 

２．支援部会 

  ①かまくら散歩 

 ・第２３回かまくら散歩 ～八幡さまへ行こう～ 

平成 28 年５月２１日（土）１０：３０～１２：００ 鶴岡八幡宮 

参加者：２９名（内、本人数６名、中高生参加なし） 

   ・第２４回かまくら散歩 ～秋を彩る花を楽しもう～ 

平成 28 年９月２５日（日）１３：３０～１５：３０ 神奈川県立フラワーセンター大船植物園  

参加者：28 名（内、本人５名、中高生９名） 

    ※依頼のあった高校生 3 人にボランティア活動証明書を発行した 

   ・第２５回かまくら散歩 ～晩秋の谷戸で落ち葉かき～ 

    平成 28 年 12 月 4 日（日）13:00～15:00 鎌倉中央公園 

参加者：19 人（本人 4 人、子供 3 人） 

   ②かまくら磨き 

・第１２回かまくら磨き ～かまくら駅地下通路の清掃～（両側面外壁を清掃） 

    平成 28 年８月 7 日（日）９:００～１１:００ 参加者：2２名（本人 3 名､中高生小学生以下５名） 

    共催：鎌倉を美しくする会 協力：鎌倉学園ｲﾝﾀｰｱｸﾄ部 

交流会：清掃終了後に市役所前のスターバックスで交流会を行なった 

・第 13 回かまくら磨き ～横須賀線ガード下の清掃～（江ノ電線路側） 

平成 28 年 10 月 2 日（日） 13：30～15：30 参加者：14 名（本人３名、中学生４名） 
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共催：鎌倉を美しくする会 強力：鎌倉学園インターアクト部 

・第 1４回かまくら磨き ～横須賀線ガード下の清掃～（大町側の通路） 

平成 28 年 10 月 23 日（日） 10：00～12：00 参加者：１６名（本人２、中高生 6 名） 

共 催：鎌倉を美しくする会 協力：鎌倉学園インターアクト部、県立大船高校ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ部 

                  

 

 

 

 

 

 

 

    第25回かまくら散歩       第14回かまくら磨き     若年性認知症支援研修会 

 

３．相談部会 

①鎌倉市若年性認知症支援事業(鎌倉市委託事業)  

・第１回若年性認知症鎌倉のつどい ～若年性認知症交流サロン～ 

平成２８年５月２９日（日）１３:３０～１５:３０  

参加者：９名（本人２名、家族 2 名） 場所：たまなわ交流センター第２会議室   

・第２回若年性認知症鎌倉のつどい ～若年性認知症交流サロン～ 

平成２８年７月１７日（日）１３:３０～１５:３０  

参加者：１１名（本人３名、家族 3 名） 場所：たまなわ交流センター第２会議室 

・第３回若年性認知症鎌倉のつどい ～若年性認知症交流サロン～ 

平成２８年９月２５日（日）１３:３０～１５:３０ 

参加者：２８名（本人５名、家族 5 名） 場所：たまなわ交流センター 第２会議室 

※「第 24 回かまくら散歩」と同時開催とした。 

・第４回若年性認知症鎌倉のつどい ～若年性認知症交流サロン～ 

平成２８年１１月２７日（日）１３:３０～１５:３０ 

参加者：１２名（本人２名、家族 3 名） 場所：たまなわ交流センター 第２会議室 

・第５回若年性認知症鎌倉のつどい ～若年性認知症交流サロン～ 

平成２９年１月２９日（日）１３:３０～１５:３０ 

参加者：１１名（本人２名、家族 2 名） 場所：たまなわ交流センター 第２会議室 

・第６回若年性認知症鎌倉のつどい ～若年性認知症交流サロン～ 

平成２９年３月１９日（日）１３:３０～１５:３０ 

参加者：１３名（本人３名、家族 4 名） 場所：たまなわ交流センター 第２会議室  

 

４．研修部会 

①鎌倉市若年性認知症支援事業(鎌倉市委託事業) 

若年性認知症支援研修会 

テーマ「仲間とつながる、心がひろがる～認知症になってもできることがある～」 

平成 28 年５月２１日(日) １３:３０～１５：３０ 参加者１７２名 場所：鎌倉生涯学習センター 

基調講演：稲田秀樹氏 かまくら認知症ネットワーク代表理事 ＊認知症サポーター養成講座兼ねる 

講演：「認知症になってはじめたこと」若年性認知症の本人 佐野光孝氏、佐野明美氏 

オレンジコンサート 認知症当事者らによるギター演奏など 

②第 5 回認知症介護講座「認知症を病む方への基本的なかかわり方」 

平成 28 年９月１６日（金）１８:３０～２０：３０ 参加者４６名 

場所：鎌倉市福祉センター第１･第２会議室 
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講師：小澤ミサヲ氏 看護師､神奈川県認知症介護指導者､有限会社ライフサポートいずみ代表 

③第 5 回認知症医学講座「アルツハイマー型認知症 前頭側頭型認知症」 

平成 29 年３月６日（月）１８：３０～２０：３０ 参加者 ５９名 

場所：鎌倉市福祉センター第１･第２会議室 

講師：渡邉大輔先生 大船すばるクリニック医師 

 

５．まちづくり部会 

   ①地域連携ミーティング  

   ・Part４「あなたの声を聞かせてください」 

    平成 28 年７月１０日（日）１４：００～１６：００ 場所：鎌倉市福祉センター第 1 第 2 会議室  

参加者 32 名（内、認知症の本人２名） 

    報告１．近藤英男氏・小夜子氏 逗子市、若年性認知症本人・家族 

    報告２．川名賢次氏・裕美氏 寺分在住、若年性認知症本人・家族 

    報告３．山崎健一氏 若年性認知症デイサービス トポス･和果管理者･作業療法士 

   ・Part５「当事者の望む支援について考えよう」 

    平成 28 年 12 月 20 日(火） １８:４５～２０:３０ 場所：鎌倉市福祉センター第 1 第 2 会議室  

 参加者 ４０名（内、認知症の本人５名） 

報告１．「若年性認知症の方へのサーフィンサポートの取り組み」 

報告者：柴田康弘氏（支援者）、川名賢次氏（本人）、川名裕美氏（家族） 

報告２．「ワーキングデイでの活動に参加し意欲的な生活を支える取り組み」 

報告者：稲田秀樹氏（支援者）、認知症本人１名          

   ②認知症サポーター養成講座 

・平成 28 年５月２１日（土) １３：３０～１４：３０ 場所 鎌倉生涯学習センターホール  

 講師 稲田秀樹 参加者１７２名 ＊若年性認知症支援研修会として実施 

・平成 28 年１１月２２日（火） 受講団体名 新富町（台一丁目）住民希望者 会場 新富会館  

講師 林 秀卓 参加者 ２０名  

    ③オレンジカフェの支援 

     オレンジカフェ開催情報の提供（会報 28 号～33 号） 

     ・今泉台オレンジカフェ、由比ガ浜オレンジカフェ、小袋谷オレンジカフェ、オレンジカフェだんだん 

④第４回Ｄシリーズ・富士宮市認知症ソフトボール大会参加協力 

平成 29 年 3 月２５日～２6 日 主催：神奈川ＭＭシュガーエンジェルス 

1 日目：富士宮市内観光と交流 2 日目：ソブトボール大会雨天中止、交流会に参加 

参加人員：３９名程（内、認知症の本人 1１名参加、当会会員１２名参加） 

 

 

 

 

 

 

 

 

   第５回認知症介護講座     地域連携ミーティング part４  新年会・オレンジコンサート 

 

６． 事務局 

   ①平成２８年度定時社員総会 

    平成 28 年５月２５日(水) 1８:３０～１９：１５ 鎌倉市福祉センター第 1・第 2 会議室 

    出席者数(議決権行使書によるものを含む) ７３人  （議決権総数１１８人）  
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    報告事項、決議事項とも異議なく承認された 

    臨時理事会 代表理事選任の件 稲田秀樹を代表理事とすることで可決承認 

交流会   「楽しく気軽に自由に、交流を深めよう」 

１９：３０～２０：３０ 会費２０００円 参加者３０名 ケータリング（ふれんず） 

   ②新年会 

１月２９日（日）１６:００～１８:３０ パラッツオヴィオラ  

    参加者 ３３名 

認知症本人による乾杯、認知症本人らによるギターコンサート等 

   ③理事会 

    ・平成２８年５月２５日(水) １９：１０～１９：１５ 鎌倉市福祉センター第１･第２会議室 

     出席者 理事６名 内容 代表理事の選任 

    ・平成２８年８月２４日（水）18:50～20:30 場所：NPO センター鎌倉２階 

出席者 理事 4 名 内容 運営状況、部会予定と報告（運営会議と理事会を兼ねる） 

    ・平成２８年１１月１７日（木）18:50～20:45 場所：NPO センター鎌倉２階 

出席者 理事 3 名 監事 1 名 運営状況、部会予定と報告 

運営会議と理事会を兼ねる） 

・平成２９年３月１５日（水）18:45～20:25 場所：NPO センター鎌倉２階 

出席者 理事 4 名 運営状況、部会予定と報告、平成 29 年事業計画案について（運営会議 

と理事会を兼ねる） 

    ・平成２９年４月１７日(月) １９：００～２０：３０ 鎌倉市福祉センター第１･第２会議室 

     出席者 理事４名 監事２名 内容 平成２８年度事業報告、平成２９年度事業計画、理事

6 名選任案、他 

④運営会議 

    ・平成２８年４月２７日(水) １８：４５～２０：５０ ＮＰＯセンター鎌倉２階会議室 

     出席者１８名 内容 運営状況、部会活動、平成２８年度事業計画案、他 

    ・平成２８年５月１９日(木) １８：４５～２０：３５ ＮＰＯセンター鎌倉２階会議室 

     出席者１７名 内容 運営状況、部会活動、定時社員総会、他 

    ・平成２８年６月２２日(水) １８：４５～２０：５０ ＮＰＯセンター鎌倉２階会議室 

     出席者１５名 内容 運営状況、部会活動、他 

    ・平成２８年７月２７日(水) １８：４５～２０：４５ ＮＰＯセンター鎌倉２階会議室 

     出席者１４名 内容 運営状況、部会活動、他 

    ・平成２８年８月２４日(水) １９：００～２０：２５ ＮＰＯセンター鎌倉２階会議室 

     出席者１２名 内容 運営状況、部会活動、他 

    ・平成２８年９月２８日(水) １８：４５～２０：３０ ＮＰＯセンター鎌倉２階会議室 

     出席者１１名 内容 運営状況、部会活動、他  

    ・平成２８年１０月２６日(水) １８：４５～２０：４５ ＮＰＯセンター鎌倉２階会議室 

     出席者１３名 内容 運営状況、部会活動、他  

    ・平成２８年１１月１７日(木) １８：４５～２０：４０ ＮＰＯセンター鎌倉２階会議室 

     出席者 ８名 内容 運営状況、部会活動、他  

    ・平成２８年１２月１４日(水) １８：５０～２０：５０ ＮＰＯセンター鎌倉２階会議室 

     出席者１２名 内容 運営状況、部会活動、他 

    ・平成２９年１月２５日(水) １８：５０～２０：５０ ＮＰＯセンター鎌倉２階会議室 

     出席者１１名 内容 運営状況、平成２８年度事業計画原案の配布、新年会 

    ・平成２９年２月２２日(木) １８：５０～２０：５０ ＮＰＯセンター鎌倉２階会議室 

     出席者１３名 内容 運営状況、部会活動、平成２９年度事業計画原案の検討、他 

    ・平成２７年３月１５日(水) １８：５０～２０：４０ ＮＰＯセンター鎌倉２階会議室 

     出席者１４名 内容 運営状況、部会活動、平成２９年度事業計画案の検討、他 

    ・研修委員会 

     平成２８年１０月１４日(金) １８：５０～２０：４０ ＮＰＯセンター鎌倉２階会議室 

     出席者 ５名 内容 研修会の実施方法について 

  


