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一般社団法人かまくら認知症ネットワーク 

２０１８年度事業報告書 

（２０１８年４月１日～２０１９年３月３１日） 

 
１．広報部会 

①会報 

会報４０号（ ５月号） 印刷部数 ６００部 

会報４１号（ ７月号） 印刷部数 ９００部 

会報４２号（ ９月号） 印刷部数 ６００部 

会報４３号（ １月号） 印刷部数 ６００部 

会報４４号（ ３月号） 印刷部数 ６００部 

※いずれも封筒詰作業は「ワーキングデイわかば」の認知症当事者に依頼した 

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 

２０１８年 9 月３0 日現在、登録者６１名 

④掲載記事等 

・朝日新聞    ５月１４日（月）近藤英男さんヒデ２記事掲載（かまくら散歩時取材） 

・神奈川新聞   ５月２０日（日）ヒデ２、ひろし＆きー坊路上ライブ記事 

・神奈川新聞   ５月２８日（日）くまざわ書店大船店「認知症読書で知って！」 

・タウンニュース ７月２８日（金）認知症のこと「本人」から学ぼう 

・タウンニュース ９月２１日（金）認知症にやさしいまち～アルツハイマー月間～ 

 

２．支援部会 

  ①かまくら散歩 

・第３０回かまくら散歩 ～春の谷戸を楽しもう～ 

２０１８年４月８日（日）１３：３０～１５：００ 鎌倉中央公園 

参加者：53 名（本人５名、中高生２４）  

・第３１回かまくら散歩 ～バラの香りに包まれて～ 

２０１８年６月１０日（日）１３：３０～１５：３０ 大船フラワーセンター 

参加者：２９名(本人６名 中高生８名)  

  ・第３２回かまくら散歩～大町寺社めぐり～ 

   ２０１８年１１月４日（日）１３:３０～１５:３０ 

 ※雨天のため中止となった 

・第３３回かまくら散歩 ～晩秋の谷戸で落ち葉かき～ 

 ２０１８年１２月９日（日）１３:００～１５:００ 

参加者：３０名（本人 6 名、中高生 2 名） 

  ②かまくら磨き 

  ・第１７回かまくら磨き ～大船ルミネ２階外通路の清掃～（柱を清掃） 

   ２０１８年９月１１日（火）１６：００～１７：００  

参加者２１名（本人１名、中高生 1５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 

③本人カフェ 

・第１回本人カフェ 

２０１８年４月２８日（土）１３:００～１６:００ カフェちゃるら貸しスペース 

 参加者：１４名（本人５名、家族スタッフ関係者９名） 

・第２回本人カフェ 

２０１８年５月２６日（土）１３:００～１６:００ カフェちゃるら貸しスペース 

 参加者：１５名（本人７名、家族スタッフ関係者８名） 

・第３回本人カフェ 

 ２０１８年６月２３日（土）１３:００～１６:００ カフェちゃるら貸しスペース 
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 参加者：１７名（本人７名、家族スタッフ関係者１０名） 

・第４回本人カフェ 

 ２０１８年８月２５日（土）１３:００～１６:００ カフェちゃるら貸しスペース 

 参加者： ５名（本人３名、家族スタッフ関係者２名） 

・第５回本人カフェ 

 ２０１８年９月２２日（土）１３:００～１６:００ カフェちゃるら貸しスペース 

 参加者：１５名（本人４名、家族スタッフ関係者１１名） 

・第６回本人カフェ 

２０１８年１０月２７日(土) １３:００～１６:００ カフェちゃるら 貸しスペース 

参加者： 5 名（本人 2 名、家族スタッフ関係者 2 名） 

・第７回本人カフェ（稲田・川田） 

 ２０１８年１１月２４日(土) １３:００～１６:００ カフェちゃるら 貸しスペース 

 参加者：1５名（本人５名、家族スタッフ関係者１０名） 

・第８回本人カフェ（稲田・川田） 

 ２０１９年 １月２４日(土) １３:００～１６:００ カフェちゃるら 貸しスペース 

 参加者：1０名（本人５名、家族スタッフ関係者５名） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３．相談部会 

①若年性認知症地域生活サポート事業  

  ・第１回 若年性認知症ほっとサロン 

２０１８年 ５月２７日（日）１４:３０～１６:３０ ギャラリー檜松 

参加者数 １５名（内、本人 ５名、家族５名） 

  ・第２回 若年性認知症ほっとサロン 

２０１８年 ７月２２日（日）１４:３０～１６:３０ ギャラリー檜松 

参加者数 １７名（内、本人 ５名、家族 ５名） 

  ・第３回 若年性認知症ほっとサロン 

２０１８年 ９月１６日（日）１４:３０～１６:３０ ギャラリー檜松 

参加者数 １９名(内、本人 ２名、家族 ３名) 

  ・第 4 回 若年性認知症ほっとサロン 

２０１８年１１月１８日（日）１４:３０～１６:３０ ギャラリー檜松 

参加者数 １８名（本人 ５名、家族５名） 

・第５回 若年性認知症ほっとサロン 

２０１９年 １月２０日（日）１４:３０～１６:３０ ギャラリー檜松 

参加者数  ９名（本人 ２名、家族３名） 

・第６回 若年性認知症ほっとサロン 

２０１９年３月１８日（日）１４:３０～１６:３０ ギャラリー檜松 

参加者数 １３名（本人 ４名、家族４名） 

     ＊この事業は 2018 年度日本郵便年賀寄附金助成により実施した 

 

４．研修部会 

   ①平成３０年度若年性認知症講演会（若年性認知症地域生活サポート事業） 

     ２０１８年７月２８日(日) １３：３０～１５：３０ 福祉センター第１第２会議室 

    テーマ「認知症について認知症の人から学ぼう！鎌倉」 
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参加者数 250 名（内本人１０名、スタッフ 36 人） 

講演①近藤英男氏、講演②小野寺朗氏、講演③荻原かんな氏 

トークセッション（シンポジウム） 

登壇 近藤英男氏、内門大丈氏、小野寺朗氏、荻原かんな氏  

オレンジコンサート ヒデ 2＆RUN 伴ｄ、ひろし＆きー坊 

パネル展示、認知症の人の作品販売、認知症関連書籍販売等 

＊この事業は 2018 年度日本郵便年賀寄附金助成により実施した 

   ②認知症介護講座 

    ２０１８年１２月５日(水) １８：４５～２０：３０ 福祉センター第 1・第 2 会議室 

テーマ「認知症の BPSD の理解と支援」 

講師 田島利子様 グループホームあんずの家 管理者 

参加者数 ７１名 

   ③認知症医学講座 

    ２０１９年３月１４日（木）１８：４５～２０：３０ 福祉センター第 1・第 2 会議室 

テーマ「認知症診療と本人家族サポート」 

講師 阿瀬川孝治医師 汐入メンタルクリニック院長 

参加者数 ２８名 

   

５．まちづくり部会 

  ①地域連携ミーティング part8 

テーマ「認知症になっても安心して暮らせる社会をつくろう！ 

～9.21 アルツハイマーデー鎌倉プロジェクトを振り返る～」 

      ２０１８年１２月１２日(水) 18：45～20：30 福祉センター第 1・第 2 会議室 

   参加者 17 名 参加費：無料 

  ②地域連携ミーティング part９ 

テーマ「カフェミーティング」 

～オレンジカフェのこれからの姿を考えよう～」 

      ２０１９年 ３月１０日(日) 18：45～20：30 福祉センター第 1・第 2 会議室 

   参加者 ５名 参加費：無料 

 ③認知症サポーター養成講座 

  ・２０１８年８月 ４日（土）１３：００～１４：３０ 場所 クロスハート十二所鎌倉 

   参加者 ３０名 講師 稲田秀樹 近藤英男  演奏 ヒデ２ 

 ・２０１８年９月２２日（日）１６：００～１７：００ 場所 鎌倉芸術館会議室２ 

参加者 ２１名 講師 稲田秀樹 

  ④認知症になっても安心して暮らせる社会を創ろう！鎌倉プロジェクト 

   ２０１８年９月１日～３０日 アルツハイマー月間 場所 鎌倉市内各所 

   ９月２１日～２７日 大船観音オレンジライトアップ、認知症サポーター養成講座、認知 

症の人の作品展、かまくら磨きなど８つの活動をＰＲし認知症普及啓発をすすめる取り組み 

チラシ １０００部 ポケットティッシュ １０００ケ 

⑤神奈川県世界アルツハイマーデー普及啓発イベント（協力） 

   ２０１８年９月 21 日（木）１３:３０～１９:００ 横浜そごうイベントスペース新都市プラザ 

   パネル展示コーナー、認知症ミニ講座、DVD 及びスライド上映、コグニサイズ実演 

ハートフルライブ「ヒデ 2」「ひろし＆きー坊」「相模原手話コーラス」 

ライトアップ コスモクロック、横浜市開港記念会館、大船観音、他 

主催 神奈川県 共催 世界アルツハイマーデー普及啓発実行委員会（チームオレンジ 9.21） 

  ⑥認知症ソフトボール大会への参加（協力） 

   ２０１８年１１月１０日 神奈川認知症ソフトボール大会 参加者 ３７名（内本人１０人） 

   主催 ＤＫリーグ・第 2 回神奈川認知症ソフトボール大会実行委員会  

   ２０１９年 ３月２４日 全日本認知症ソフトボール大会 参加者 ５５人（内本人１８人） 

主催 富士宮市ソフトボール大会実行委員会／ＮＰＯ法人認知症フレンドシップクラブ 
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６．事務局 

①２０１８年度定時社員総会・交流会 

 ２０１８年５月２１日（月）１８:３０～１９：１０ 会場 福祉センター第１・第２会議室 

 報告事項 ２０１７年度事業報告 

決議事項 第１号議案 （１）２０１７年度決算報告承認の件 

            （２）監査報告 

      第２号議案 平成３０年度事業計画案及び予算案承認の件 

 出席者数（議決権行使書によるものを含む） ６４人 会員数 １０５人 

報告事項 議事項とも異議なく承認された 

交流会 「楽しく気軽に自由に、交流を深めよう」 会場 福祉センター第 1・第 2 会議室 

１９：１５～２０：３０         参加者 ４０名 

レストランふれんずのケータリング 

     ヒデ 2 ライブ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②理事会 

   ・２０１８年 ５月１５日（火）１８：４５～２０：２０ NPO センター鎌倉 2 階会議室 

    出席者 理事５名 内容 2018 年度定時社員総会の議案書の承認 

   ・２０１８年１１月１８日（日）１６：３０～１７：００ ギャラリー檜松 

出席者：理事５名 内容 ２０１８年度上半期の事業報告と収支報告 

 

③運営会議 

   ・２０１８年 ４月２４日（火）１８：５０～２０：１５ 場所：NPO センター鎌倉２階会議室 

    出席者１０名 内容 運営状況、部会活動、平成３０年度事業計画案、他 

   ・２０１８年 ５月１５日（火）１８：４５～２０：２０ 場所：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、定時社員総会、他 

・２０１８年 ６月１９日（火）１８：４５～２０：２０ 場所：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 

   ・２０１８年 ７月２６日（水）１８：４５～２０：２０ 場所：NPO センター鎌倉２階会議室 

    出席者１０名 内容 運営状況、部会活動、他 

   ・２０１８年 ８月２８日（水）１８：５５～２０：００ 場所：NPO センター鎌倉２階会議室 

    出席者 ９名 内容 運営状況、部会活動、他 

   ・２０１８年 ９月１９日（水）１８：４５～２０：１０ 場所：NPO センター鎌倉２階会議室 

出席者 ６名 内容 運営状況、部会活動、他 

・２０１８年１０月２４日（水）１８：５０～２０：１０ 場所：NPO センター鎌倉２階会議室 

    出席者 ９名 内容 運営状況、部会活動、他 

   ・２０１８年１１月２８日（水）１８：４５～２０：００ 場所：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 

   ・２０１８年１２月１６日（水）１８：４５～２０：１５ 場所：NPO センター鎌倉２階会議室 

出席者 ７名 内容 運営状況、部会活動、他 

・２０１９年 １月１６日（水）１８：４５～２０：３０ 場所：NPO センター鎌倉２階会議室 

    出席者 ７名 内容 運営状況、部会活動、他 

   ・２０１９年 ２月２６日（水）１８：４５～２０：５０ 場所：NPO センター鎌倉２階会議室 

    出席者 ９名 内容 運営状況、部会活動、２０１９年度事業計画案、他 


