
  

 

一般社団法人  

ネットワーク 

鎌倉市との協働事業 

認知症相談事業(予約制) 
 

・… … 

 

 

 

 

お問合せ・相談のご予約は、鎌倉市役所 市民健康課まで 

でんわ 0467-23-3000 内線2678（受付8:３０～17:15） 

入会ご希望の方へ 
ＦＡＸで入会申込書希望と書いてお送り下さい 

～ 資料をお送りいたします ～ 
FAX 0467－39－5490 

一般社団法人 かまくら認知症ネットワーク 事務局 
[問合せ先 TEL 0467－47－6685] 

会員種別 年会費 
１．個人正会員  ３０００円  
２．個人賛助会員 ２０００円（一口以上） 
３．団体賛助会員 ２０００円（一口以上） 
※申込書送付後、年会費をお振り込みください。 
郵便振込口座 ００２４０－８－１４０５８７ 
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認 知 症 ケアでつながる人 々   稲田秀樹 
かまくら認知症ネットワーク代表理事 
ケアサロンさくら 施設長 

～ 次号予告 ～ 

☆認知症医学講座「認知症を支える医療」於：鎌倉芸術館の報告  

☆平成２５年度の活動予定についてのご案内 

☆地域の動き 

☆認知症ケアでつながる人々 

題字 古川茂明 

７月・８月の予定 

7月 13日（土）  認知症相談          鎌倉市役所 
7月 19日（金）  認知症医学講座        鎌倉芸術館 
7月 26日（水）  運営会議           NPOセンター鎌倉 

8月 10日（土）  認知症相談          鎌倉市役所 
8月 21日（水）  運営会議           NPOセンター鎌倉 
 ★会報発行にあたり題字を当会会員で若年性認知症の古川さんのご子息（知的障害のある茂明君）にお願いしました。また、毎号イベントの写真はケアマネジャーの出口慎一氏より提供頂いています。（稲田）  

★７月1９日(金) 認知症医学講座「認知症を支える医療」19:00～21:00 会場：鎌倉芸術館 集会室 
  講師は日本の精神医療をリードする都立松沢病院院長の齋藤正彦先生です。定員に限りあり、早めにお申し込みを！ 
☆７月１３日(土)、8月 10日（土）『認知症相談』 13:3０～16：30 鎌倉市役所（当会が相談員を派遣、予約制） 
お申し込みは鎌倉市役所 市民健康課 でんわ 0467-23-3000 内線2678（受付8:３０～17:15） 

★７月７日(日)「かまくら磨き」第2弾実施します、認知症サポーター募集中！詳しくは事務局まで（電話47-6685） 

担当スタッフ  …観光客のたくさん通る鎌倉駅の地下通路の 

壁をきれいにした感想をお聞かせください。 

高さん （本人）…皆さんと一緒で楽しく作業ができましたよ。 

松本さん（本人）…気持ちいいですね～、やっぱり皆さんが使用するところですからね～。 

越智さん（高３）…チームワークは大事だなぁ、大人数で協力できたからこんなにきれいになったんですね。 

笠井さん（本人）…そうですね～、前もやったんですよ。（夫はマンションの管理人をしていたのでと後に妻が補足） 

秋本さん（本人）…もちろん楽しかったですよ、でも欲を言えば、次もう少し段取り良くやりたいね。（笑） 

高田さん（市民）…立場を超えてみなさんが集まった結果、熱いハートでこんなにきれいになりましたよ♪ 

担当スタッフ  …では皆さん、次回もよろしくお願いします！！ 

「かまくら磨き」で鎌倉駅地下通路がピカピカに！認知症の人とサポーターが大活躍♪

一緒に支えあえるために、それぞれの立場からできることを考えた一日でした ！ 

 「自分の持ってきたコートがなくなった」というのが渥子さんの主張だった。夏の日差しの照りつける利用初日

の朝、送迎車で迎えに行くと阪田渥子さんは緊張気味の少し硬い表情で私たちを迎えてくれた。手に大きな鞄を提

げていた。もちろんコートは持参されなかった。職員がそれを説明すると渥子さんはいっそう頑なになって、一歩

も引かなくなった。私は渥子さんの訴えの背景を知る必要があると思った。ケアセンターりんどう（当時私が勤務

していたデイサービス）の職員とで話し合う機会を設けた。認知症の方と付き合っていて、事実でないことを訴え

てくる人に対してどう対応すればいいのか、という問題に突き当たることは珍しいことではないが、事態はもう少

しややこしかった。コートを盗った犯人が管理者の「私」になっていたからだ。渥子さんが以前利用していたデイ

サービスでは、妄想、失禁、介護拒否が強く起こって利用が難しくなった経緯もあった。 

私はご自宅へ伺ったときに渥子さんの夫が話していたことを思いだした。「何度言ってもわからないんですから

…」と何度か口にされた。思えば、渥子さんは認知症を発症してからこれまで、毎日毎日、何十回どころか、何百

回となく否定され続けてきたかもしれない。その気づきが、渥子さんへの対応をひとつにした。『一切否定しない

ことにしよう』と思った。それをすべての職員に提案した。仮に「稲田さんが犯人」だと言われても否定しないこ

と。「稲田さんだって人間だから、ありえないことじゃないかも…」という表情を浮かべてみても良いくらいだと

話した。そして職員だけでなく、渥子さんの夫にも同じお願いをした。その際に、認知症の人への関わり方の基本

(図 1)について説明した。管理者の稲田は渥子さんの安心の為、少し距離を置いて接するようにした。 

デイサービスに出かけるときには薄手のコートを持参して頂くようにお願いした。失禁対策では送迎時に女性ス

タッフがご自宅に上がってトイレを見せていただいた。デイサービスのトイレ環境を工夫して、自宅に置いてある

のと全く同じフタ付きのごみ箱を用意した。渥子さんの緊張を解くため女性職員がハンドマッサージを行った。 

                       取り組みの様子はセンター方式のアセスメントシートに記

載して情報を共有した。取り組みを始めて 2週間で渥子さんの

様子に明らかな変化がみられはじめた。帰り際にコートを手渡

すと丁寧にお礼を言われるようになった。音楽レクではリーダ

ー役をお願いした。夫からは「困っていた失禁がなくなった」

との報告があった。デイサービスでも自宅でも、自分でパット

交換ができるようになった。介護拒否と思われていた態度は、

『自立したい思い』とわかった。コートを盗られた思い込みも

消失した。チームワークが渥子さんの力になったのだ。 図1 認知症ケアのポイント「これからの認知症ケア」中央法規より 

７月１３日(土) 
鎌倉市役所 

13:30～16:30 
 

６月２３日（日）、認知症の人と市民、中学生高校

生、介護関係者ら１６人が、鎌倉をピカピカにする活

動「かまくら磨き」に参加するため鎌倉駅西口の時計

台のある公園に集合しました。手に雑巾とタワシ、バ

ケツなどを持った面々は、鎌倉を美しくする会よりお

借りしたグリーンのベストを身に着けると鎌倉市と

書かれたカラーコーンに「清掃中」の紙を貼って作業

に掛かりました。 

鎌倉駅の西口と東口を結ぶ地下通路は観光客だけ

でなく、市民の生活道路としてもよく利用されている

場所です。普段何気なく通り過ぎている場所も、足を

止めてよく見ると泥のはねた跡が至る所にあること

に気が付きます。そんな汚れもバケツに浸したタワシ

でこするとみるみる落ちていきます。ジョウロやペッ

トボトルに入れた水で流し、鎌倉学園インターアクト

クラブの学生さんが床面の汚れを磨いて仕上げると、 

下の写真のようにタイル本来のツヤが戻ってピカピカ

に。通りかかった人から「ありがとう！」「お疲れ様！」

と声がかかるほどにきれいになりました。。 

認知症の人にこのような活動がなぜよいのか稲田代

表に尋ねました。稲田代表によると「認知症の人は不

安を抱えやすく、それが引きこもりの原因になってい

ることが多い」のだそうです。このような社会的な活

動に参加することは「認知症の発症防止、進行防止に

も効果的」だということでした。４人の認知症の本人

さんがとても活き活き働いていたのが印象的でした。 

次回、７月７日(日)に残り半分の壁面を磨きます。

参加希望者は事務局（☎ ４7-6685）まで連絡を(ＡＳ) 

 認知症の本人さんや市民の方々にひとことインタビュー 

認 知 症 

 １１号 

８月１０日(土) 
鎌倉市役所 

13:30～16:30 
 

『かまくら磨きに参加してどうでしたか？』 

泥はねで汚れた壁面 ピカピカになった壁面 

マイナスの関わり方 
・誇りを傷つける  
・急がせる  
・きりきりする  
・怒り顔 
・一人きりにする  
・手を出す  
・口を出す  
・否定  
・説得  
・一度にたくさん 
・何もすることがない 
・刺激がない 

プラスの関わり方 
・失敗はそうっと、見て見ぬふり  
・ゆったり  
・お茶でも一服  
・にっこり  
・そばにいる、一緒にやる  
・少し待つ  
・黙って見守る  
・話をあわせる  
・本人の気持ちが動くシナリオで  
・ひとつずつ 
・出番、楽しみごとをつくる 
・五感や感情に働きかける 
 



地域の動き 『かまくら市民活動の日フェスティバル』 鎌倉生涯学習センター  鎌倉市 

 

地域の動き 『藤沢＠熱き小規模多機能セミナー』 藤沢市民会館 第 2展示ホール 藤沢市  
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地域の動き 『認知症の人に教わる蕎麦打ち体験』 デイサロンえりー   鎌倉市 

 
 

寄りが子供たちの遊び相手になったり、地域に出かけ

て農作業をしたり、様々な役割を担っているとのこ

と。また藤沢市小規模多機能連絡会会長の野間康彰さ

んは、車いすのお年寄りと海岸へ行って地引網を体験

したり、施設のバザーに近隣商店の方が店を出すなど

地域ケアの実践を語ってくれました。 

「絆」の菅原健介さんは理学療法士の強みを生かし、

プールでのリハビリを実践、本人のできる力を発揮す

る支援を行うことで、高次脳機能障害のある 50 代の

男性の認知機能が大きく改善（ 

MMSE17点→27点）｡｢生活その 

ものがリハビリです」と菅原さ 

んは熱く語ってくれました｡(IN) 

６月２６日（水）、藤沢市民会館の第 2展示ホールに

て、第 16 回「藤沢＠熱き小規模多機能セミナー」が開

催され 50名を超える参加者がありました。このセミナ

ーは、最近テレビや新聞報道で多数紹介されている『お

たがいさん』の加藤忠相さん（38 歳）、藤沢市小規模

多機能居宅介護事業所連絡会の会長で『株式会社リフ

シア』サービス統括部 野間康彰さん（40 歳）、『絆』

の管理者で理学療法士の菅原健介さん（33 歳）が報告

者となり、小規模多機能居宅介護というサービスの説

明とそれぞれの現場での実践報告が行われました。 

「おたがいさん」の加藤忠相さんは「認知症があっ

ても要介護のお年寄りであっても大切な地域の資源で

す｣と話し、実際「おたがいさん」では、要介護のお年 

５月 10 日～12 日までの 3 日間、鎌倉生涯学習セン

ターに於いて、第 15回「かまくら市民活動の日フェス

ティバル」が鎌倉市市民活動センター運営会議と鎌倉

市の共催で行われました。地下 2 階のギャラリーでは

様々な市民団体がパネル展示を通して日頃の活動の様

子を紹介していました。11 日と 12 日にはギャラリー

のスペースを使ってかまくら認知症ネットワークが認

知症の講座を開催し、受講した人に認知症サポーター

の証としてオレンジリングを配布しました。 

また鎌倉生涯学習センターのホールでは、福祉、環

境、子育て、教育、文化的活動の 5 つの分野のパネリ

ストが登壇し、2020 年の鎌倉市を考えるパネルディス 

カッション、～アクションかまくら私たちにできるこ

と～(写真）が行われました。パネラーとして登壇した

稲田代表からは「さまざまな人たちがつながりながら、

認知症などの問題を市民ひとりひとりの問題として考

えることが必要だ」といった提言がありました。 

1 階玄関前のスペースでは湘南打々鼓による太鼓演

奏や湘南鍵弦楽団らによるコンサートが行われ、観光

客や市民が足を止めて聞き入る姿も見られました。 

そのほか、民族衣装のファッ 

ションショーや子供ミュージカ 

ルなど、趣向を凝らした催しが 

盛りだくさんの 1日でした。（TN） 

認知症の人がそば打ちをしていると聞いて、食事が

美味しいと評判の鎌倉市梶原にある短時間デイサービ

ス「デイサロンえりー」を訪ねました。 

デイサロンえりーのスタッフの皆さんの協力の下、

Ｎさんがそばを打ち始めました。作業の合間には懐か

しい昔の話も聞かせていただきました。Ｎさんの実家

は旅館業をしていたそうで、そば打ちは子供のころ母

親に教えられたのだそうです。例えば「木綿の袋を三

重にした中にそば粉を入れ」たのを「素足で一心に踏

んだ」思い出や、戦時中の物のないときに野菜や魚な

ど物々交換をした思い出など、そばの香りと故郷の磯

の香りのする話をたくさん聞かせていただきました。 

   『平成 25年度定時総会＆グループワーク話し合い』  福祉センター第1・第2会議室 

ました。まことに大切な改革の第一歩と思いました。 

総会では平成 24 年度事業の報告が行われ、その後

平成 25 年度の計画案が示されて、原案通り可決承認

されました。最後に理事を務めてきた６名の方々が再

び選任されて総会は無事終了しました。 

総会後のワークショップでは、当会の理事である栗

原大輔医師の進行でグループワークが行われました。 

テーブル上にはコーヒーやお菓子が置かれ、自由な雰

囲気の中で「認知症と不安」をめぐる意見交換を行い

ました。参加者からは｢地域づくりの必要を感じた」｢結

構熱くなった｣などの感想が寄せられました。ワーク

ショップの後は駅前の居酒屋に会場を移して懇親会

が行われ、熱い語らいは遅くまで続きました。（SA） 

     「第11回 かまくら散歩」 ～新緑の中でリフレッシュしよう！～ フラワーセンター大船植物園 

６月２日（日）、フラワーセンター大船植物園にて、

第 11 回かまくら散歩～新緑の中でリフレッシュしよ

う～が行われました。当日は認知症の人、介護関係者、

市民や学生ら 40 名の参加がありました。参加者は受

付を済ますと入園券を購入して園内に入りました。 

この日は快晴に恵まれ、フラワーセンターはたくさ

んの花に覆われていて、のんびりと色とりどりの花を

眺めながら歩くことができました。散策のコースは正

門を入ってすぐ前にある花時計→第 2展示場（山あじ

さいの展示）→バラ園→藤棚の近くで小休止→亜熱帯

の温室→芝生広場といったコースを歩きました。この

日参加した認知症の本人さんは 6名でしたが、みなさ

ん大変リラックスした様子でした。途中の休憩の際に

は花や植物にまつわるクイズで頭をひねったりして、

楽しい時間を過ごしてもらいました。 

 参加者の最高齢は 84 歳、最年少は 1 歳でしたが、

みなさん年代や年齢に関係なく、自然に交流を深めて 

いました。初めて 

参加した山手学院 

ボランティア部の 

ほか、すっかり顔 

なじみになった鎌 

倉学園インターア 

クト同好会の生徒 

さんたちも緊張することなく同じ時間を過ごすこと

ができました。解散のまえに参加者の方から感想をお

聞きしました。「楽しかった」「また会いましょう」「今

日生まれて初めて車椅子を押しました」「ありがとう」

などの感想が聞かれました。 

 かまくら散歩は認知症の人の引きこもり防止と交

流を目的に実施していますが、地域の中ではなかなか

進まない多世代交流が無理なくできていたり、さりげ

ない支えあいの気持ちを養う場ともなっているなぁ

と感じた 1 日でもありました。（IN） 

（SA） 

回想法などとわざわざ言わなくても、昔取った杵柄

で体を動かしながら、Ｎさんの脳細胞がぱっぱとつな

がっていく不思議の中でおいしいそばができあがっ

ていきました。私もＮさんに教わりながらそばを切る

作業を手伝わせていただきました。 

そばが茹で上がるのを待つ間には麻雀まで教えて

いただき、｢僕ならこの牌を捨てて､これで待つかもし

れないねえ。でもご自分の感覚で決めていいんです

よ」と優しい言葉をかけてくださ 

いました。そのあと美味しいおそ 

ばに舌鼓を打ちました。心温まる 

素敵なひと時でした。(KO) 

５月２６日（日）午後 1時半から鎌倉市福祉センタ

ーにて一般社団法人かまくら認知症ネットワークの平

成 25年度定時社員総会が行われ、正会員数 97名に対

し、出席者と議決権行使用紙を提出した人の数が６４

名となり過半数に達し総会は成立しました。 

はじめに代表理事より挨拶があり、現在日本全国に

462万人の認知症の人と400万人の軽度認知障害の人

がいるという新たな推計が報道され、認知症支援が急

務であるとの話がありました。その後来賓として出席

された鎌倉市健康福祉部長の佐藤尚之さんよりご挨拶

があり、佐藤部長の指示で数字や行政用語ばかりでわ

かりにくい鎌倉市の種々の計画を市民に分かりやすい

表現に改める取り組みを行っているところと話され 


