
 

宮崎さん(本人) …頭と身体をフルに使って気持ちもすっきりしました。                      

みんなでやっていると楽しくて元気になるし、年なんか関係なく頑張ろうと思います。                      

自然の中で若い方と一緒に活動でき、40 歳位若返りました(笑)。                                                                                    

秋本さん（本人）…それぞれの能力を認識し、得意分野を分担する事で能率が格段に上がりましたね。        

若い学生さんは素直に言う事を聞いてくれて効率よく進みました。                       

認知症という先入観を持たず一緒に何かをやる事がとてもいいと思います。いきいきしてきます。         

笠井さん（本人）… 若い方と一緒にいろいろ話ながらの作業はいいね。                     

庄司さん（本人）… 皆さんありがとうございました。次もまたよろしくお願いいたします。           

清水さん（市民）… 皆で集めた落ち葉が谷戸の会の方達の手によって堆肥となりお米や野菜ができる。      

こうしてみんなつながって行くお手伝いに参加できて嬉しいです。                                

池田さん（本人）･･･ とっても楽しかったです。                               

浜田さん（池田さんの家族）… また機会があったら誘っていただけると嬉しいです。                                    

 

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 
インターネットで当会の目的、事業内容、会員種別等を確認のうえ FAXにてお申し込み下さい。  

～ 申込み用紙はホームページよりダウンロードすることができます ～ 

FAX 0467－39－5490 
http://kamakuraninchishou.com/ 

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 ～ 

☆「鎌倉市認知症地域支援フォーラム」の報告  

☆「若年性認知症支援研修会」と「若年性認知症本人家族・鎌倉のつどい」の報告  

☆「認知症サポーターとしてできること・できたこと」講座と意見交換会の報告  

☆地域の動き、認知症ケアでつながる人  々

題字 古川茂明 

１月・２月の予定 

1月 11日（土）  認知症相談          鎌倉市役所 
1月 20日（月）  運営会議           NPOセンター鎌倉 
2月 18日（土）  認知症相談          鎌倉市役所 

2月 15日（土）  サポーター講座と情報交換会  鎌倉中央公園研修室 
2月 16日（日）  若年性認知症本人家族・鎌倉のつどい  

★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）  

★１月１８日（土）「鎌倉市認知症地域支援フォーラム」～認知症予防・中学生の発表・かまくら散歩とかまくら磨きの発表～  
☆１月２９日(水) 「若年性認知症支援研修会」～若年性認知症の現状と支援制度やケアのヒントを学びます～ 
★２月１５日（土） 「語り合おう！認知症サポータとしてできること・できたこと」 認知症サポーター養成講座と意見交換会 鎌倉中央公園研修室  
☆２月１６日（日） 「若年性認知症本人家族・鎌倉のつどい」～本人支援のつどいと家族交流会を行います～ 鎌倉市腰越  

『第 1３回かまくら散歩』で認知症の人と中高生が大活躍、世代間交流を楽しみながら農作業の手伝いをしました。

』 に 、 それぞれの立 場 からできることを考 えた一 日 でし た！ 

 石井清司さん(当時７１歳)は、アルツハイマー型認知症の告知を受けたことを契 

機に好きだった車の運転を断念した。またシルバーボランティアとして遺跡の調査 

の手伝いをしていたがそれも断念した。認知症になると他者から言われたり自ら判 

断してそれまでの役割を返上する人が多い。家に引きこもってしまう人も少なくな 

い。私は石井さんもそんな課題を抱えているだろうと思っていた。 

ところが石井さんは違っていた。石井さんは誰に言われることもなく自分から 

「できること」を探していた。不動産屋さんのチラシをポスティングするアルバイ 

トをしていると聞いた。初めてお会いした時には観光案内所が発行している地図入りのチラシをたくさん持ってい

た。石井さんは鎌倉駅前で観光客の人たちに観光チラシを渡すボランティアもしていた。鎌倉の観光ガイドは、検

定に合格した有資格者がガイド協会に加盟して行っているのが慣例だが、石井さんはそういう面倒な手続きは経ず

に、言ってみれば勝手にやっていた。「鎌倉生まれだからね、チラシを渡して八幡様や瑞泉寺の場所を説明するこ

とぐらいなら自分にもできるからね」が石井さんの口癖だった。 

ちょうどその頃、認知症の人と屋外で散策を楽しむ交流会の企画を考えていたところだった。だったら石井さん

に案内役を頼んだらどうだ？ とふとひらめいた。さっそく石井さんに“鎌倉を散歩する交流会”について話して

みた。大賛成だといった。ケアマネジャーの召田さんや、当時の認知症ケア研究会のメンバーにも相談し快諾を得

た。行事の名前は「かまくら散歩」と決めた。日程を決め、石井さんと散歩のコースを話し合った。チラシを作っ

て介護関係者などに配布した。道に迷う人がいてはいけないから、皆で同じ形の名札を下げることにした。 

平成 21 年 11 月 4 日、鎌倉駅前にケア関係者など 10 名が集合した。小町通りを通って八幡様へ行き、おみく

じを引いて披露しあったりした。石井さんは常に先頭を歩いて皆をリードした。途中で休憩をはさみながら、鎌倉

宮まで２時間ほどの散策を楽しんだ。散歩を先導した石井さんはもちろんだが、実をいうと散歩中は介護職の人の     

方が表情がいきいきとしていたのを覚えている。 

この次は桜の咲いている季節にお花見も兼ねてもう一度八幡様へ行くことにした。 

             第 2 回目のチラシには企画者として石井さんの名前も記載した。「かまくら散歩」の

企画を進めるうえで大切にしたのは、認知症の人が主役になるべきだという考え方

だ。後日反省会の席で、認知症の人にやりたいことを聞いて、それを企画に取り入れ

ていくことが必要なのではと話した。翌年になると春が待ち遠しく思った。そのとき

には、まさか鎌倉鶴岡八幡宮の大銀杏が倒れるとは誰も予想もしなかった。（つづく） おみくじを披露しあって交流を深める 

１月１１日(土) 
鎌倉市役所 

13:30～16:30 
 

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） 

参加者の感想  「かまくら散歩に参加して感じたこと」  インタビュアー 堀口佳代子 

認 知 症 

 １４号 

２月８日(土) 
鎌倉市役所 

13:30～16:30 
 

12月 8日(日)、山崎の谷戸にある鎌倉中央公園は、

まもなく訪れる冬を予感させるような肌寒さ。大丈夫

かなと高齢者への不安がよぎったのもつかのま、そん

な心配はあっというまに吹き飛びました。 

参加者は認知症の方の他、ご家族、介護関係者、市

民、山手学院ボランティア部と御成中学ボランティア

部の皆さん、ご協力頂いた谷戸の会の方々を加えると

何と総勢 50名を超える交流イベントとなりました。                

今回は認知症の方と学生さんがペアを組む演出も。

くじ引きでペアを決め、紅葉を観ながら広場まで、の

んびりと歩きました。広場では谷戸の会の方々が各々

の作業をされており、子ども達は薪割り体験中。私達

は調理と落ち葉かきの２組に分かれ、早速作業にかか

りました。調理のメニューは「ベトナム風おしるこ」。 

サイコロに切ったサツマイモを小豆と牛乳で煮て作り

ます。認知症の人も包丁を持ってお手伝い。あつあつ

のおしるこが美味しかったです。 

落ち葉かきで集めた葉っぱは質のいい堆肥になると

聞き、何だか嬉しくなりました。大きなブルーシート

一杯になったら広場の更に奥にある田んぼまでみんな

で運ぶ。リヤカーに落ち葉を積んで何往復もしている

人達もいる。あちこちで笑い声やおしゃべりが聞こえ、

みんなごちゃ混ぜになってとてもいい雰囲気。高齢の

認知症の人にはペアの学生さんがしっかり寄り添い、

移動中には手をつないでくれていました。 

おしること熱々のお茶を頂いたあとには全員で合

唱。「もみじ」「たき火」「ふるさと」の歌声がオカリナ

の伴奏とともに山崎の谷戸に響いていました。（HO） 

あのひともあのひとも歌っている。おひとりおひとり

の顔を見ていたら胸が熱くなった。 

ケアマネジャーの召田さんと石井さん 



地域の動き 「シンポジウム 考えてみませんか１０年後のことを」 かまくらスマイルフェスタ  鎌倉市  

 

 

地域の動き  「メンタルホスピタルかまくら山の内覧会」   医療法人 森と海   鎌倉市 
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地域の動き 「おばあちゃんの紙芝居・昔あそびのコーナー」 かまくらスマイルフェスタ   鎌倉市  

 
 

屋があり、デイスペースも 2 カ所設けてありました。 

内覧会で挨拶に立った岡田昇院長は、「地域とつな

がりのある病院として日本人が大切にしているもの、

おもてなしの心やの絆を大切にする病院でありたい」

「病院から地域への流れをつくり、日本のモデルを目

指したい」と抱負を語って下さいました。認知症や精

神疾患をもつ患者さんにとっては、大変うれしいお言

葉と思いました。しかし、その実現のためには課題も

多くあります。困難な状況に 

なったときでも質の高い支援 

が受けられる連携体制、真に 

偏見のない地域づくりが必要 

と感じました。 (TA/IN) 

１１月２３日（土） 鎌倉市生涯学習センターで鎌倉

市主催の「かまくらスマイルフェスタ」が開催され、「考

えてみませんか１０年後のことを…」と題してシンポ

ジウムが行われました。 

シンポジストは深沢中央診療所の宮下明医師、オプ

ティ鎌倉のケアマネージャー酒井智子氏、行政書士で

鎌倉成年後見・文化財団支援センター 理事長の小田 

恭平氏、宗教家として妙本寺から諏訪内友孜氏が登壇

され、当会理事の栗原大輔医師がコーディネーターを

務めました。 

 シンポジウムでは、シンポジストの方々による終末

期を支援した事例が語られました。宮下医師からは、 

事前指示書（意思表示シート）について、胃瘻の選択

や家で一生を終えたいなど、その時の気持ちや考えを

記載しておくと良いと説明がありました。ケアマネジ

ャーの酒井智子氏からは一人暮らしで介護者がいない

方の終末期の医療やケアの選択と判断を誰がすべきか

について問題提起がありました。 

「住み慣れた自宅で最期を迎えたい」と願っていても、

いざその時には不安も多く、様々な問題が起きてきま

す。その時の為にも日頃から自分の考えを家族などに

伝えておく必要があると思いました。また 

自宅での終末期に地域の人とのつながりが 

あればなお心強いとも思いました。（NO） 

 

１１月２３日（土） 鎌倉市生涯学習センターに於い

て、虐待防止と介護保険サービス等の周知を目的に鎌

倉市主催の「かまくらスマイルフェスタ」が開催され

ました。 

地下ギャラリーでは、地域密着型サービス事業者に

よる「昔あそびのコーナー」が好評でした。昔あそび

のコーナーではちゃぶ台と座布団を置いた昔懐かしい

部屋のような空間を再現。スマイルフェスタを訪れた

子供たちがけん玉やコマで遊ぶ姿が見られました。 

印象に残ったのは80代と90代のお年寄りたちが読

み聞かせる紙芝居でした。語り手の 97 歳のおばあち

ゃんが話し始めると、数人の小学校低学年の子供たち 

認知症の人の社会参加活動 『第６回かまくら磨き』 ～若宮大路横須賀線ガード下の清掃を終えました～ 

に張り付いたガムを剥がす人など、役割分担しながら

作業を進めて 1 時間程で埃だらけだったガード下は

すっかりきれいになりました。鎌倉学園や山手学院の

生徒さんからは、「きれいになって気持ちがいいです」

「まだまだガムの跡が残っているのでぜひまたやり

たいです」と、頼もしい言葉が聞かれました。また参

加した認知症の人からも「ガードの上部など手のとど

かないところが汚れているね、何とかならないかな

ぁ」などの発言もありました。 

かまくら認知症ネットワークでは、認知症の人や高

齢者、ハンディキャップのある人たちなど、多様な市

民が共鳴協働することで新しいまちづくりの展開し

てまいります。興味のある方は 0467—47－6685

事務局までお問い合わせください。（IN） 

 

は｢ももたろう｣の紙芝居に食い入るように見入って

いました。紙芝居を読んでくれたのは、鎌倉市内の小

規模多機能居宅介護施設の「クロスハート十二所・鎌

倉」に通う高齢者の皆さん。普段は施設内で芥川龍之

介などの大人向けの紙芝居を読んでいるのだそうで

すが､｢これからは地域に出向いての活動もしていき

たいです」と同施設の広岡さんが話してくれました。 

なお小規模多機能居宅介護 

施設では通いを中心に泊りや 

訪問等の介護保険サービスが 

受けられます。現在市内に６ 

つの事業所があります。(IN) 

1１月 10日（日）、午前 10時から 1１時まで、鎌倉

駅東口近くの JR 横須賀線ガード下で「第６回かまく

ら磨き」を行いました。当日は認知症の人 3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、山手学院ボランティア部の中学

生高校生１２名の他、共催である鎌倉を美しくする会

の方など計２６名が参加しました。 

今回作業を行ったガード下の歩道は幅が広いため自

転車がスピードを出して通過しており、安全のため交

通監視員を 2名配置して作業にかかりました。ガード

下の白い壁は JR 横須賀線のガードから流れ落ちる錆

のような汚れや、ほこりや泥はねで汚れていました。     

掃除に使う水は近所の商店の方が提供してくれまし

た。バケツで水を運ぶ人、熱心に壁をみがく人、歩道 

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！ 

医療法人 森と海が運営する「メンタルホスピタル

かまくら山」（精神科・心療内科、訪問診療・訪問看護・

デイケア）に新病棟が完成し、12 月 14 日（土）に内

覧会が開かれました。 

新病棟は、ロビー階･精神一般病棟(2階あじさい･21

床)､精神科急性期病棟（２階りんどう･24床）、認知症

治療病棟(１階さくら４５床)の 3層の建物になってい

ます。工事中のところもあり建物の全体像を見ること

ができませんでしたが、認知症治療病棟さくらはほぼ

東西に長く､中央部に食堂とデイルーム･浴室･スタッフ

ステーション等がありました。１３室ある個室すべて

にベッドとチェスト、木製の机と椅子がセットされ落

ち着いた雰囲気を感じました。他に 4人部屋と 2人部 

作業を終えて記念撮影♪ 

 認知症介護講座 『みんなで支えよう！認知症ケア』 講師 草場美千子先生  鎌倉市福祉センター 

―スでは、ポケット褥瘡といって小さな穴の内部がえ

ぐれるように悪化し膿がたまり臭いを発している状

態になっていたのだそうです。家族もヘルパーも事の

重大性に気づくことなく訪問看護が入った 1 週間後

に亡くなったというお話しでした。このケースから

は､｢基礎知識｣と「気づき」｢介護と医療の連携｣がいか

に大切かを教えられました。日々の仕事を思い込みだ

けでやり過ごしていないか、必要な時に誰とどう連携

できるのかなど、考えさせられたエピソードでした。 

また事例の中に草場先生の実母の事例があり、ご自

身の生活史や家族関係も含めてお話しいただきまし

た。家族とは何か、と先生自ら問いかける場面もあり、

「共感した」という声をたくさんいただきました。（IN） 

11 月 22 日(金)、１８：３０から鎌倉市福祉センタ

ーに於いて、認知症介護講座「みんなで支えよう！認

知症ケア」が行われました。訪問看護認定看護師の草

場美千子先生が講師を務め、人生の終盤を在宅でどう

やって支えるかについてお話しくださいました。当日

は医療や介護従事者のほか、介護家族、市民など 5４

名の参加がありました。 

認知症が重度になり本人が痛みを訴えることができ

ず、ヘルパーもケアマネも気づかないうちに褥瘡が悪

化し亡くなったケースの報告がありました。報告によ

れば、寝たきりになった認知症高齢者の仙骨部に、見

た感じは小さくみえる褥瘡ができていて、訪問看護が

入ったときにはすでに手遅れだったそうです。そのケ 


