
 

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) 
専門職の有資格者が症状の背景や介護の仕方について解かりやすく説明！  

・…かまくら認知症ネットワークが相談員を派遣しています… 

 

 

 

 

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 
口座名 一般社団法人 かまくら認知症ネットワーク 
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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 ～ 

☆第１３回「かまくら散歩」～晩秋の谷戸の自然を楽しもう～の報告   

☆認知症介護講座「みんなで支えよう！認知症ケア」 

☆認知症専門講座「認知症の日常診療とケア」 

☆地域の動き、認知症ケアでつながる人  々

題字 古川茂明 

１１月・１２月の予定 

11月 19日（土）  認知症相談         鎌倉市役所 
11月 20日（水）  運営会議          NPOセンター鎌倉 
12月 14日（土）  認知症相談         鎌倉市役所 

12月 18日（水）  運営会議          NPOセンター鎌倉 
12月 22日（日）  懇親会（忘年会）      大船ラ`パットーラ 

★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）  

★１１月１０日（日） 「第６回かまくら磨き」～認知症の人と市民が一緒に清掃活動…大町横須賀線ガード下を磨く～ 
☆１１月２２日(金) 認知症介護講座「みんなで支えよう！認知症ケア」～訪問看護の立場から認知症ケアを考える～ 
★１２月１８日（日） 「第１３回かまくら散歩」～晩秋の谷戸の自然を楽しもう～ 鎌倉中央公園 
☆１２月２２日（日） 認知症専門講座「認知症の日常診療とケア」～困難ケースの対応力を身につけよう～ 

 母はこの 10 月で 89 歳になります。もともと歩くことが好きだったのですが、3 年程前に            

近所で転んで怪我をしてからひとりでの外出を控えるようになりました。東日本大震災は、           

石巻出身の母にとってあまりにも大きな出来事で、過度のストレスで食べ物が喉を通らなく           

なり、あっという間に 15kg も体重が落ち、一時はがりがりに痩せてしまいました。その後、            

カイロプラクティックの先生に根気よく身体をほぐして頂き、デイサービスでの温かく楽            

しい時間を過ごしていくうちに、少しずつ元気を取り戻し、今日こうして鎌倉散歩の仲間入            

りをさせて頂く事ができました。ただ、体力的な不安があったので、鎌倉駅からではなく家から近い由比ケ浜海浜公

園から合流。私の心配をよそに、ビーチへ下りる階段も問題なくクリアし、炎天下でのビーチクリーンも最後まで「疲

れた」の言葉はありません。公園へ戻り、頂いたお茶の飲みっぷりも見事で、ちびちび飲みを見慣れていた私もびっ

くり。楽しかった事はしっかりインプットされ、母は次回を楽しみにしています。閉ざされた空間でなく、自然の中

で過ごす時間はかけがえのないもの。そしてひとりでないという事。それもこれも皆さんの温かい思いがあっての事

です。本当にありがとうございました。そしてこれからも宜しくお願い致します。 

♪ 

『第 12回かまくら散歩』に認知症の人中高生ら 38名が参加、世代間交流をしながら海岸清掃のボランティアを行いました。

』 に 、 それぞれの立 場 からできることを考 えた一 日 でし た！ 

 抗精神病薬の副作用によって体が直角に折れ曲がってしまった若年性認知症の容子さんだっ 

たが、薬の服用の中止とともに姿勢も改善していった。一時はすべてに介助を必要としていた 

状態であったが、3 か月が経過すると姿勢も改善し、同時に認知症の行動・心理症状（BPSD） 

も軽減して笑顔が見られるようになった。 

容子さんに笑顔が見られるようになると、私は夫に気になっていたことを話した。容子さん 

の症状のなかには、レビー小体型認知症によく似た症状がいくつか見受けられた。薬に対して 

過敏なところもあるように感じていた。本人が落ち着いている今のうちに、出来る検査をひと 

通り受けておいてはどうかと提案したところ、二つ返事で OKが出た。 

後日、容子さんと夫とケアマネジャーと私の 4 人はひと通りの検査を受けるため、主治医の 

診療所を訪ねた。採血も心電図も難なくクリアした。レントゲンだけは何度も撮り直しをした 

が何とか写真が撮れた。あとは紹介状を書いてもらって日を改めて MRI 設備のある病院へ向かうだけとなった。 

レントゲンで苦労したので、はっきり言ってMRI は自信がなかった。「動いたらだめだな～」「機械に入るときは

抑制されるようなものだからね」「叫んじゃうかも…」大きな病院の待合室のベンチに座り、私はケアマネさんと

そんな言葉のやり取りをしたのを覚えている。容子さんは落ち着かずにたびたびベンチを立ってはうろうろと行っ

たり来たりを繰り返していた。その落ち着かない容子さんを見ていてふとアイデアがひらめいた。アイデアという

のは、「MRI は X線とは違って人体に無害なのだから、付き添いの人がいても問題ないはずだ」というものだった。

それを夫に話してみると「大賛成だ」といった。病院の看護師さんからも OK が出た。付き添い役をケアマネさん

にお願いすることにした。 

検査台の上に横になった容子さんが円筒形の機械に吸い込まれていく。「だいじょうぶですよ」「一緒にいますか

ら」そう言ってケアマネさんは容子さんの手を握る。大成功だった。世間には認知症の症状があるために検査を受 

れけらない人もいる。だからこの成功は大きかった。MRI 検査の結果を受けても容子

さんの病名はアルツハイマー型認知症のまま変わらなかったが、私たちはひとつの山

を乗り越えた実感を覚えた。その実感を他の人と共有したくて、容子さんを「かまく

ら散歩」へお誘いした。しばらく前の容子さんには街中を散歩するなんて考えられな

いことだった。「かまくら散歩」の交流会で夫が容子さんを紹介した。たくさんの仲

間から歓迎されて、容子さんは少し戸惑ったような顔で「よろしくお願いします」と

言った。この時以来、容子さん夫妻は「かまくら散歩」の常連となった。 自己紹介をする夫の哲夫さんと容子さん  

１１月９日(土) 
鎌倉市役所 

13:30～16:30 
 

９月 21日（土）、第 1２回かまくら散歩が鎌倉駅西

口時計台の公園前に集合して開催されました。快晴の

空の下、38 名の参加がありました。今回から散歩に

先立って初参加の方や中高生を対象にオリエンテー

ションが行われ、事前に認知症について理解を深めて

から参加していただくことができました。 

今回の「かまくら散歩」の実施にあたっては、神奈

川県美化財団よりトングやのぼり旗、ゴミ袋、環境美

化の冊子などを提供いただきました。 

今回参加したのは、認知症のご本人、ご家族、介護

などの専門職、市民、鎌倉学園インターアクトクラブ、

山手学院のボランティアクラブの中学生高校生たち

総勢３８人で、それぞれ鎌倉駅西口の時計台の公園前

を出発すると、各自のペースで鎌倉駅前から六地蔵 

の前を通って由比ヶ浜までの道を散策しました。 

海岸に着くと神奈川県美化財団よりお借りしたトン

グとゴミ袋を手にして海岸清掃のボランティアを行い

ました。ちょうど 1週間前に大きな台風が駆け抜けて

いったせいもあり海岸にはいたるところにビニール類

のゴミが落ちていて、打ち上げられた海草に混ざって

いるゴミを探すのも一苦労でした。 

40 分ほどゴミを集めたところで一段落にして全員

で記念撮影を行いました。そのあとは海岸沿いの道路

を渡って海浜公園へ移動して交流会を行いました。参

加した認知症のご本人からは「皆さんとご一緒できて

本当に良かったです」と感想をいただきました。あち

らこちらで自然体での交流や心温まる支えあいがみら

れました。（IN） 

直角の姿勢が改善し
て普通に歩けるよう
になった容子さん
(右はケアマネさん) 

参加者の感想  「かまくら散歩に参加して感じたこと」   堀口佳代子さん 

認 知 症 

 １３号 

１２月１４日(土) 
鎌倉市役所 

13:30～16:30 
 



地域の動き 講座『認知症の理解と予防について』 かまくら認知症ネットワークと鎌倉市との協働事業 鎌倉市  

 

地域の動き 「『わたしの人生
みち

－我が命のタンゴ』映画上映会とトークショー」 認知症の人と家族の会神奈川県支部 横浜市 
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地域の動き 「若年期認知症家族・本人のつどい」   認知症の人と家族の会神奈川県支部  横浜市旭区  

 
 

ころ、今後の抱負などについて語っていただきまし

た。映画は大学の英文学教授の老父（橋爪功）が前頭

側頭型認知症（ピック病）を発症して、様々な社会問

題（万引き、痴漢、etc）を引き起こし、家族は凄絶

な生活に落ち込んで行きますが、やがて受容に向か

い、父の生きがい、落ち着き先を探し当てていくとい

ったドラマでした。 

実力俳優陣により見応えがあり 

感動の作品でした。定員 300席の 

ホールは予約完売となり満席とな 

りました。鎌倉でもこのような上 

映会があると良いと思いつつ帰途 

につきました。（ST） 

 

10月 23日(水)、午後 2時から「認知症の理解と予

防について」という講座が、講師に医療法人森と海 メ

ンタルホスピタルかまくら山（旧林間病院）院長の岡

田昇先生を迎えて開催されました。会場となった鎌倉

市役所の会議室は 30名の参加者でいっぱいになりま

した。 

この講座は、市民活動団体（かまくら認知症ネット

ワーク）と鎌倉市との協働事業として開催されたもの

です。会場の確保や講座の周知を鎌倉市が担当し、チ

ラシの作成その他をかまくら認知症ネットワークが担

当しました。講座では、はじめに岡田先生より高齢社

会の現状について説明があり、その後認知症の理解や 

対応、認知症の予防策についてお話がありました。 

講座の終わり頃の質疑応答では、認知症の予防につ

いての質問がいくつかありました。なかには“ご自身

が認知症の状態であるかどうかを心配”されての質問

もありましたが、岡田先生の丁寧な説明もあり安堵し

た方がおられました。 

12月にはメンタルホスピタルかまくら山に認知症

病棟が新設されるとのことです。新たな地域の認知症

医療の支え手として期待し 

つつ、当会としても連携し 

ていきたいと感じた講座で 

もありました。(IN) 

９月２９日（日） 横浜市旭区 相鉄線鶴ヶ峰駅近く

の「ほっとぽっと」という所で、認知症の人と家族の

会 神奈川県支部主催の「若年期認知症家族・本人のつ

どい」が行われました。来年２月に「若年性認知症本

人家族・鎌倉のつどい」を計画中のこともあり、運営

の状況を見学してきました。 

「つどい」には、本人６名、家族１５名、世話人７

名、サポーター６名、見学者８名計４２名が参加して

いました。午前１１時に、世話人の方の挨拶のあと、

全員で「小さい秋」を歌いました。これで初参加の方

もいて緊張していた座が少し和らいだようです。続い

て、世話人の方の進行でそれぞれ自己紹介を行い、そ 

認知症の人の社会参加活動 『第 5回かまくら磨き』 ～若宮大路横須賀線ガード下を清掃しました～  

高田さんたちと鎌倉学園の生徒さんとできれいに落

書きを消したのだそうです。高田さんたちの努力があ

って、現在はこのガード下だけではなく鎌倉市内には

まったく落書きが見られないのです。 

私たちがかまくら磨きを行うのは、そのようにきれ

いになった町をこれからも維持していこうという思

いも込められています。実際、清掃中には通りかかる

人たちから「いつもありがとうございます」「ご苦労

様です」という声をいくつもかけていただきました。 

認知症の人の支援として…、だけではありません。

私たちが一人の市民として、まちづくりの活動に参加

することこそが大切なのです。次回は 11 月 10 日

（日）、反対側のガード下の壁をきれいにします。参

加希望者は0467—47－6685事務局まで。（IN） 

 

の後本人さんたちが別室に移動し、家族の方が近況な

どを語り合いました。 

初めて参加された方もおり、長年抱え込んでいたお

辛い気持ちを吐き出すことができたためか、涙を流さ

れる方もいらっしゃいました。話の途中で世話人さん

が自らの体験を踏まえた適切なアドバイスをされて

いました。ご家族も大いに元気づけられ今後の参考に

なったことと思います。 

１５時に｢つどい｣は終了、 

｢鎌倉のつどい｣もぜひ成功 

させてご本人ご家族の力に 

なれればと思いました。(JK) 

10 月 13日（日）、午前 10時から 12 時まで、鎌倉

駅東口から徒歩 3 分のところにある JR 横須賀線ガー

ド下で「第 5回かまくら磨き」を行いました。当日は

認知症の人 4名のほか、介護従事者、認知症サポータ

ーらの市民、鎌倉学園インターアクトクラブの中学生

高校生ら計 22名が参加しました。 

ガード下の白い壁にはほこりや泥はねなど様々な汚

れがついていました。この通路は鶴岡八幡宮から由比

ヶ浜へつながる由緒あるかまくらのメイン通りです。

今回のかまくら磨きは、「ガード下が汚れている」「こ

の場所きれいにしてほしい」という複数の声があり実

現したものでした。 

鎌倉を美しくする会の高田晶子さんによると、この

場所は以前落書きでたいへん汚れていたそうですが、 

横須賀線ガード下の通路 埃で汚れた壁をみがく

看板 

どんどんピカピカに！ しつこい汚れも！ 中高生も活躍！ 

9月 21日（土）、世界アルツハイマーデーのこの日、

「認知症のことを知らない人にも、身近におられる認

知症の人や家族を支える手助けをしてほしい」という

思いを込めて、認知症の人と家族の会神奈川県支部の

会員の方たちによって沢山のリーフレットが配布され

ました。 

午後からは桜木町駅近くの県民共済ホールにおい

て、県支部代表の杉山孝博先生（川崎幸クリニック院

長）と和田秀樹監督とのトークショーがありました。

それに続いて映画「わたしの人生
み ち

 － 我が命のタンゴ」

の上映会も行われました。  

トークショーでは、和田先生から認知症診療の現状

の課題とあるべき姿、加えて映画製作での裏話や見ど 

作業を終えて記念撮影♪ 

 『認知症伝え方勉強会』 ～認知症を正しくわかりやすく伝えるために～ 講師 林秀卓・稲田秀樹  

8月 23 日、9月 20 日、10月 25日の金曜日の夜、

NPOセンター鎌倉の会議室に於いて「認知症伝え方勉

強会」が行われました。この講座は、認知症について

分かりやすく伝えるには？ キャラバンメイトになっ

ているけれど講座を受け持った経験がない、職場での

勉強会の進め方を学びたい、とそんな方を対象に、認

知症サポーター養成講座などで講師を務められるよう

スキルを学ぶことを目的に行い、1６名の参加があり

ました。 

講座は 1日目に認知症の理解と対応、伝え方のポイ

ントを学びました。2 日目にはプレゼンテーションの

コツを学び､伝え方の工夫について話し合った後で､寸

劇のシナリオをつくって発表する演習を行いました。 

3 日目は、参加者が講師役となって 5 分間話をする講座の

デモンストレーション、講座の多様な展開方法について学

んだ後で、それぞれ思い思いに講座の企画を立てていただ

きました。 

モチベーションの高い参加者ばかりで、実現したら面白

そうな企画案がいっぱい生れました。4 人の方に企画を発

表してもらいましたが、どれも思いのこもった企画ばかり

でした。なかには、成人式ですべての新成人に講座を受講

してもらおうという大掛かりなものもありました。最後に3

日間すべて参加した方に受講証を手渡して講座は終了とな

りました。なお、来年 2 月、今回修了した方のうち 3 名の

方に実際の講座で講師役をお願いすることになりました。

どうぞお楽しみに！ 

http://eiga.com/movie/58021/photo/

