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このつどいは若年性認知症(65歳以下の認知症)の本人・家族の支

援の充実を図るものです。ケアマネさんもご一緒にどうぞ！ 
 
開催日：平成２６年７月６日（日） 
時 間：11:00～15:00 

会 場：デイサービスわが家 

鎌倉市腰越２－５－８ 

参加費：３００円  

対 象：鎌倉市及び近隣地域の若年性認知症の本人家族 

申込み：０４６７-４７-６６８５  
 
※お申し込み時にお名前などの個人情報、認知症でお困りのこと、ご本人

の希望や好みなどについてお尋ねいたします。ご協力をお願いいたします。 
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一般社団法人かまくら認知症ネットワーク 

〒247-0053 鎌倉市今泉台４－１１－2  

●TEL0467-47-6685 

●HP http://kamakuraninchishou.com/  
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認知症になっても自分らしく暮らせるまちづくり・ひとづくり・つながりづくり①  稲田秀樹  

７月・８月の予定 

7月 06日（日）  若年性認知症本人家族・鎌倉のつどい デイサービスわが家  

７月１３日（日）２０日（日）かまくら磨き ～鎌倉駅地下通路の外壁をみんなできれいにします～  

7月 25日（金）  運営会議           NPOセンター鎌倉 

8月 25日（月）  運営会議           NPOセンター鎌倉 

題字 古川茂明 

★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 6日(日) 若年性認知症本人家族・鎌倉のつどい ～本人さんは散策など、ご家族は情報交換しながら過ごします♪～ 
★７月1３日(日) 第 7 回 かまくら磨き １０時～１２時 鎌倉駅地下通路の外壁を磨く清掃ボランティアです～鎌倉駅西口時計台の公園に集合！（前半）  
☆７月20日(日) 第８回 かまくら磨き １０時～１２時 鎌倉駅地下通路の外壁を磨く清掃ボランティアです～鎌倉駅西口時計台の公園に集合！（後半） 

「かまくら散歩」は動く認知症カフェとも言われています。認知症の人の外出支援の取り組みですが、介護に

かかわる多職種と介護家族、市民や中学生高校生など、多様な立場の人たちの交流と集いの場でもあります。

核家族化している現代では、自分の祖父や祖母とふれあう機会は少なく、子供たちにとっては多世代の人たち

と行動を共にするだけでも貴重な体験といえるのではないでしょうか。私たちは、高齢社会の今、「かまくら散

歩」のような活動が様々な地域で行われたら、なお素晴らしいだろうと考えています。あなたの地域でも「か

まくら散歩」始めてみませんか？認知症になっても安心できる 

地域にするための第一歩になるかもしれません。少人数の散歩 

だってかまいません。鎌倉にはたくさんの自然や文化遺産があ 

ります。気負わず、うちとけた人同士で、出かけてみましょう。 

「かまくら散歩｣の見学や視察のご相談もお受けしています。 

どうぞお気軽にお問い合わせ下さい。0467-47-6685（事務局） 

フラワーセンター大船植物園で認知症の方と市民、中高生が楽しく交流♪

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 ！ 

平成 23年 8月 2８日(日)の午後、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｣の設立総会が行われた。設立時の会員数は 54名、そのうち設立総会に参加し 

参加した人数は 37名だった。冒頭のあいさつの中で私は、認知症をめぐる課題は多いが､立 

場の違いを超えてネットワークの輪を広げて行くことが必要だというような話をした。新法 

人の役員である理事は全部で 6名。その内訳は介護の専門職が３名､医師、民生委員、介護家 

族がそれぞれ１名だった。 

 ここでかまくら認知症ネットワーク前身である「かまくら認知症ケア研究会」について話しておこう。今から 7 年前

の平成 19年秋のことである。認知症サポーター養成講座の講師を務めるための研修を受講した際、講師の方がこんなこ

とを話された。「皆さんが現場に帰ったら、ぜひ地域の人たちに支えあいの大切さを伝えてください」当時の鎌倉ではサ

ービス担当者会議すらまともに行われていなかった。多職種協働もできていないのに、市民に何を語ればいいのかとそ

んなことを思った。帰りの電車の中で私は、たまたま電車に乗り合わせた仲間に思いを伝えた。その人はその通りだと

言った。とはいえ何もしないでいるのもどうかと思った。とりあえず年内に関係者が顔を合わせる飲み会をやって意見

を交わそうという話になった。その年の 11 月、「認知症ケア関係者のつどい」と称する飲み会を催した。鎌倉駅前の老

舗のお好み焼屋に 9 名のケア関係者が集まった。飲み会では乾杯の前にレジメと資料を配った。精神科病院を退院した

若年性認知症の方の支援経過の話が話題になった。また福岡県大牟田市で行われていた徘徊模擬訓練の取り組みの話な

どで盛り上がった。その後、鎌倉市とも協議を行い、担当課の支援をいただきながら、研修会活動や地域ケア活動を開

始することになった。これが「かまくら認知症ケア研究会（以下ケア研究会）」発足の経緯である。 

地域ケア活動も積極的に行ってはいたが、ケア研究会の目玉の活動は研修会活動だった。私たちには事務局機能がな

く、予算もなかったので研修会案内などは鎌倉市から介護事業者に郵送してもらっていた。研修会活動は好評で、活動

開始から 2 年がたつと登録者数が９７名にもなっていた。資料の印刷費や郵便代だってばかにならない。もはや鎌倉市

におんぶにだっこの状況ではなくなっていた。責任ある組織体制の確立が課題となっていた。新しい組織体制を模索す

るため当面活動を休止することとし、平成 23年 5月、組織化準備会を立ち上げた。組織化準備会の委員には、ケア研 

究会の幹事など 8名の専門職と、地域ケア活動のつながりで出会った市民 7 名の計 15名が

参加してくれた。月 1 回のペースで集まり、認知症ケアをめぐる諸課題について話し合いを

重ねた。若年性認知症の介護家族の方から困難な介護の現状の報告があった。認知症の人へ

の警察の対応の是非が議論されたこともある。8 回に渡る話し合いの結果、認知症をめぐる

諸課題へアプローチするためには専門職から市民へとつながる幅の広いネットワークが必

要との結論にいたった。現在の「かまくら認知症ネットワーク」の原型が出来上がった。 

  

 ５月１７日(土)、「第 1５回かまくら散歩〜草花を見

ながらふれあいを持とう～」が行われました。快晴の

空のもと、認知症ご本人 8 名とご家族、介護従事者、

市民、御成中学ボランティア部と山手学院ボランティ

ア部の生徒 6 名と顧問の先生の計３６名の参加があ

りました。 

受付を済ませ、認知症の方と生徒でペアを作り、入

場券を買って出発。入園後は花であふれる園内を見な

がら思い思いに歩きました。その後、色とりどりの美

しいバラの花の香り漂う園内でのんびり休憩、それぞ

れにおしゃべりをしたり水分補給を行ったりして過

ごしました。 

再び園内を散策したあとは、藤棚の下の広い木陰を

見つけて車座になってクイズタイム。クイズに正解し 

た人にはお菓子の詰め合わせをプレゼント。その後ボ

ランティアとして参加してくださった「オカリナを楽

しむ会」のみなさんの演奏にあわせて、一緒に歌を楽

しみました。初めて参加した本人さんもとても生き生

きした表情でペアになった学生との交流を楽しんでい

ました。 

皆、それぞれのペースできれいな花を見ながら園内

をのんびり歩いていました。今回の散歩に当たっては、

担当のスタッフが何度も打ち合わせを重ねたり、下見

をしたりと準備を重ねてきました。そのかいあって天

候にも恵まれ、参加した方々から「楽しかった」「また

来たいです」などの感想をいただきました。 

認知症のご本人、家族、中高生、サポーター、スタ

ッフの笑顔が印象に残る散歩となりました。（IN） 

あなたも「かまくら散歩」始めてみませんか？ かまくら認知症ネットワーク代表 稲田秀樹 

認 知 症 

 １７号 

認 知 症 を 支 え る 家 族 の 会 

★電話相談 りんどうテレホン 
第1、第3土曜日の 13時～16時 

☎0467‐23‐7830（ナヤミゼロ） 

困っていること、不安に思っていること、お気軽にお電話ください。  

２5周年記念介護体験文集発行しました！ 
認知症介護の知恵袋発行しました！ 

困ったときの対応の仕方や施設の利用など家族同士で情報交換しています 

★入会ご希望の方…TEL0467-47-6685、FAX0467-39-5490 
入会申込書を HPよりダウンロード、FAXのうえ年会費をお振り込みください 

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） 

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  
 

 
 

多職種での研修会の様子 

設立総会の様子 

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 管理者 

―かまくら認知症ネットワーク設立から今日までの様々なエピソードをお伝えしますー 



地域の動き 『ち い き の 輪』    笛田東芝町内会館      鎌倉市 

 

地域の動き 『オレンジカフェはじまります♪』  ケアサロンさくら  鎌倉市 
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地域の動き『第 2回認知症地域連携に関する意見交換会』 相談部会 メンタルホスピタルかまくら山  

 
 

たり、楽しみを分け合ったり、また相談もできる場の 

ことです。 オレンジカフェの準備段階から協力して

いただいている今泉台すけっと会の伊藤代表は「こう

いう場ができることで地域のつながりが生まれます

ね。認知症の人もそうでない人も一緒に参加できる仕

組みは素敵ですね」と話してくれました。 

 オレンジカフェでは認知症サポーターの公式マス

コットであるロバのストラップを作るプロジェクト

も始めます。認知症の人が自分らしく地域で暮らして

いくための“安心”の拠点となれる 

よう努力してまいります。見学など 

の問い合わせは、ケアサロンさくら 

0467-39-5489 管理者稲田まで｡(IN) 

鎌倉市今泉台でオレンジカフェが始まります。主催

するのは認知症対応型デイサービスのケアサロンさく

らです。参加対象は主に今泉台地域の住民の方で、認

知症の人と家族、住民ボランティア、認知症について

知りたい人や認知症が心配な方などです。 

開催場所は今泉台 4 丁目の北鎌倉台商店街の中にあ

る地域交流スペース「みらいずみ工房」です。参加費

は無料、時間は 13:00～16:00 まで。今泉台で行われる

オレンジカフェは飲食店ではないので飲食の提供（営

業）はありません。何時に来てもよいし、何時に帰っ

てもかまいません。 

オレンジカフェは、認知症の人と家族、専門職、ボ

ランティアなどの市民が気軽に集い、おしゃべりをし 

６月１６日（月）午後 1 時から鎌倉市笛田にある東

芝町内会館にて、市内のｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ華花が主催して、「ち

いきの輪」という集いが行われました。スタッフを含

めて２０名の方が参加しました。この集いは、パステ

ル画教室やフラワーアレンジメント教室など、毎回テ

ーマを決めて行われていて、地域の高齢者や近隣住民、

独居高齢者や認知症の人など様々な人たちが参加され

ているそうです。お年寄りが覚えやすいようにと、開

催日を毎月第３月曜日と決めているとのこと。参加対

象地域は「一応歩いて来れる範囲」としているものの、

必要に応じて送り迎えをする場合もあるそうです。 

第１６回目の今回は、最初の１時間はオリジナルの 

香水をつくる催しを行い、後の１時間は地域包括支援

センター湘南鎌倉の方々を講師に迎えて認知症サポー

ター養成講座を行いました。講座を受講した方からは

「私も何かやろうかしら」という感想が聞かれたそう

です。主催者の方によると、「ちいきの輪」を拠点に地

域のつながりが生まれる、そんな場にしていきたいと

いうことでした。和やかな雰囲気の中で、自然に人と

人とがつながって、そのうえ趣味や楽しみを共有でき

る。場合によっては介護の相 

談もできる。市内にこのよう 

場が増えてくれると良いと、 

そんな感想を持ちました｡(KA) 

5 月２０日(火)、「第２回認知症地域連携に関する意

見交換会」が、かまくら認知症ネットワークと認知症

病棟のある市内の精神科病院、メンタルホスピタルか

まくら山(旧林間病院)との間で行われました。 

会場のメンタルホスピタルかまくら山のデイルーム

には病院側から岡田院長など８名、当会からは代表な

ど７名の多職種が参加しました。第２回目の今回は、

退院支援の成功事例について報告が行われました。 

メンタルホスピタルかまくら山からは、医療保護入

院となったケースの報告がありましたが、入院から２

週間後には家族に試験外泊を勧めるなど、早期から退

院支援を意識して動いた結果、入院２か月後には退院 

『第 2 回 若年性認知症本人家族・鎌倉のつどい』  相談部会   デイサービス

わが家 

     『平成 26年度定時社員総会・懇親会』 鎌倉市福祉センター第 1・第 2会議室 

されて、帰宅後は訪問診療や介護サービスを利用して

おだやかに暮らしている事例の報告がありました。ま

た当会からは、前頭側頭型認知症の方の急性期病院か

らの退院支援とケアの結果、行動・心理症状のほとん

どが軽減した報告がありました。さらに病院側から、

２０年間入院生活を送っていた統合失調症の方の退

院後の様子について説明がありました。次回には諸事

情から退院が難しい認知症事例の報告と意見交換を

行います。退院支援にはチーム 

力と専門性と地域で支えあえる 

仕組みの構築が必要と感じまし 

た｡意見交換はまだ続きます｡(IN) 

会報 

などでもお知らせしたいと考え 

ています。（IN） 

＜本人の部＞ 本人の部では、つどいが始まるとま

ず初めに、本人さんとサポーターとでお弁当の買い出

しに行きました。昼食後は万福寺など散策した後、海

を見に腰越漁港わきの海岸を歩きました。街並みを見

たり、自然と触れ合ったりしながら、思い思いに散策

を楽しみました。初めて参加したA さんは、昔の趣味

について市民ボランティアの方に自分から話し始めた

りして、自然なふれあいが生まれていました。 

「わが家」に帰ったあとは参加者にコーヒー豆をひ

いてもらって、香りを楽しみながら美味しいコーヒー

を頂きました。最後に全員 

で「ふるさと」をうたって 

終了となりました。次回も 

どんな方との出会いがある 

のか楽しみです。(SA) 

第２回「若年性認知症本人家族・鎌倉のつどい」が、５月２５日（日）午前 11時から腰越にあるデイサービスわが家

を会場に行われ、若年性認知症のご本人、ご家族、介護と医療の専門職、市民ボランティアなど 17名が参加しまし

た。薄曇りの中、本人さんとサポーターたちは散策へ、ご家族は相談会で有意義な時間を過ごしました。 

＜家族の部＞ 11 時にデイサービスわが家の 1 階

に集まると、はじめに全員で「富士山」を歌いました。

そのあと家族の皆さんは、２階に集まって自己紹介と

近況などを語っていただきました。必要に応じて、介

護のコツ、介護保険などの公的サービスの活用などに

ついてアドバイスがありました。認知症の人と家族の

会発行の「若年期認知症ハンドブック」を鎌倉市市民

健康課の協力で必要な方に手渡すこともできました。 

今回で 2回目となる“若年性のつどい”でしたが、

互いに支えあう姿が見られ、参加者の方のお話を傾聴

し共感する姿勢を皆が大切に 

されていました。「次回も参 

加しますね」と、笑顔で言っ 

て帰られた方の言葉が印象に 

残りまでした。(IN） 

総会 一般社団法人かまくら認知症ネットワークの平

成２６年度定時社員総会が、５月３０日(金)1８:30 か

ら鎌倉市福祉センターの第 1・第 2 会議室にて行われ

ました。 

総会では、まず初めに平成２５年度事業についての

報告が担当理事により行われました。ついで平成２５

年度決算報告が行われ全会一致で承認されました。監

事による監査報告のあと、平成２６年度事業計画案及

び予算案について審議が行われ、いずれも全会一致で

可決承認されました。 

最後に稲田代表より、日頃からボランティアで協力

いただいている運営スタッフの方や関係者の方への感

謝の言葉と、これからもみなが協力して認知症の人が

安心して暮らせる街になるよう取り組みたいと抱負を

述べられました。平成２５年度の締めくくりとこれか

らの１年への熱意を感じる総会となりました。（SA） 

懇親会 総会に引き続き、楽しく気軽に交流を深める

目的で懇親会が行われました。参加者の協力もあり総

会の会場は懇親会場へと早変わり。大船の中華料理

「満点星」の ケータリングと飲み物が並べられると、

鎌倉市高齢者いきいき課の伊藤課長よりご挨拶をい

ただき、次いで今泉台在住のアルツハイマー型認知症

のご本人である秋本さんの乾杯の音頭で楽しい宴が

始まりました。  

途中、神奈川県、保健所ほか、関係者の方々から、

あたたかい激励のメッセージをいただきました。会場

では、介護医療の専門職と市民、介護家族、行政関係

者と認知症の当事者の方々が楽しく語らう姿が見ら

れました。おいしかったと見えて、満点星のチャーハ

ンはあっという間に売り切れとなりました。 

来年の懇親会には、もっとたくさんの会員さんに参

加して頂こうとあらためて思った一日でした。（IN） 


