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―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

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③

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 管理者

認 知 症

平成２４年８月１１日の朝、鎌倉市岩瀬のガソリンスタンド跡地に中学生や高校生、高齢
者など１６人が集まった。集まった目的は、廃業したガソリンスタンドの壁面に書かれた落
書きを消すことだ。集まった人のなかには、認知症の人や体に麻痺のある高齢者、障がいの
ある青年もいた。タオルを首に巻いたり、軍手を付けて、ペンキのついたローラーを握る、
この街をきれいにしようという思いでつながった面々の手によって、１時間あまりで落書き
だらけだった壁は見違えるようにきれいになった。これが最初の「かまくら磨き」である。
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ペンキで落書きを消す

鎌倉を美しくする会の高田晶子さんにお会いしたのは、廃業したガソリンスタンドの落書きを消す３か月前のことだ。
私たちは平成２３年度から３年間、鎌倉市との協働事業として認知症相談事業を行った。平成２４年７月の報告会で、
キープ鎌倉クリーン推進会議の代表でもある高田さんとご一緒した。
「落書きをなくす運動」をしている高田さんたちの
活動はすさまじかった。落書きを見つけたらすぐに消しに行く。仲間が落書きを見つけたら携帯に連絡をもらい、すぐ
に消しに行く、その繰り返しだ。高田さんたちの活動のおかげで、現在鎌倉市内には１か所も落書きがみられない。こ
れはすごいことだと思った。認知症の人の中にも落書き消しの手伝いができる人はたくさんいるはずだと思って、報告
会の終了後に高田さんに相談すると、気兼ねなく「お互い協力しましょう」と返事をいただいた。そして岩瀬のガソリ
ンスタンド跡地の落書について高田さんから相談をいただいた。
ガソリンスタンド跡地の落書き消しが終わると、市内は再び落書きのない町となったが、これで協働の関係を終わら
せるのはもったいないと思っていた。そこへ高田さんから新たな提案をいただいた。それは地下道やガード下など、公
共の場所を一緒に清掃しませんかというものだった。複数の清掃場所を確保できれば定期的な活動へと発展させること
も可能だと考えた。
「かまくら磨き」という言葉も高田さんの提案だ。認知症の人の社会参加の活動として、ぜひとも成
功させたいと思った。岩瀬の落書き消しでご一緒した鎌倉学園インターアクトクラブの協力も取り付けた。高齢になっ
ても認知症になっても社会に役立つ活動をしよう！と書いたチラシを作り、みんなで雑巾やバケツを持ち寄った。
鎌倉駅地下通路の壁面は一見きれいに見えたが、良くみると埃が白いタイルの壁にたくさん付着している。掃除をし
てみて驚いた。こんなところにどうして？と思うくらいガムの捨て跡が多い。壁面清掃の他にも、スクレーパーを使っ
てガムを剥がす作業も必要になった。普段は気にもとめないで通り過ぎている場所だが、地面
に顔を近づけてみて初めて汚れに気づくのだ。
「かまくら磨き」は認知症の人の社会参加の活
動だけではない。ここを通る市民全体の問題でもあるのだと気が付いた。
その後は他の学校のボラティア部の協力もいただくことで「かまくら磨き」は定期的な清掃
活動へと展開していく。１０代から８０代まで世代を超えた協働が実現した。活動の異なる団
鎌倉駅地下通路を清掃する

体であってもまちづくりへの思いは一つなのだ。

★認知症サポーターのための情報共有システム『サポーターズ』メーリングリスト開設！認知症サポーター養成講座を
受けたことがある人なら誰でも登録できます。身近な支えあい、ちょっとした見守り、施設やイベントのボランティア募
集 などの情報 発信 もＯＫ、あなたも支 えあいの輪 を広げてみませんか♪加 入 方法 などはホームページをご覧ください。
１１月１２日（日）
１１月２９日（日）
１１月２５日（火）
１２月 ７日（日）

11 月・１２月の予定
かまくら磨き～JR 横須賀線ガード下外壁清掃～
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
運営会議
NPO センター鎌倉
第 1７回かまくら散歩 鎌倉中央公園

★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
★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）
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

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１１月９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。

「認 知 症 なって不 便 なことは増 えたが、決 して不 幸 ではない」若 年 性 認 知 症 の本 人 の言 葉

♪

９月１２日（金）若年性認知症の本人、佐藤雅彦さんの講演会『認知症になった僕が言いたいこと』が鎌倉市
福祉センターで行われました。参加者は介護医療従事者、介護家族など１０３名で、若年性認知症のご本人も聞
きに来られていました。佐藤さんによると、診断後に誰からもサポートがなく「もう何もできなくなるのでは」
といった不安に襲われたそうです。しかし今はそうした困難な体験を乗り越えて、明るく前向きなメッセージを
語られるまでになったのは素晴らしいことと思いました。また佐藤さんは認知症の正しい理解を広めようと日本
各地を講演しているとのこと。ときおり笑いも巻き起こる落ち着いて楽しい雰囲気のなかで当事者にしか語れな
い話を伺うことができました｡佐藤さんは｢３つの会｣という認知症当事者の会の代表もされているそうです｡(SA)
若 年 性 認 知 症 本 人 の 佐 藤 雅 彦 さんから メッセ ージ 全 文 掲 載 ！
・失った機能を数えたり、歎いたりするのではなく、残された能力
を信じて、悔いのない人生をおくってもらいたい。
・認知症になっても、認知症に負けない人生をおくってもらいたい。
若年性認知症本人・認知症当事者の会「３つの会」代表 佐藤雅彦
・新しいことでも、始める前からできないだろうと思わず、まずは
私は２００５年にアルツハイマー型認知症と
じめてみて、過度にストレスを感じるようだとやめる。
診断されました。当時の私はアルツハイマー型
・認知症当事者は何も考えられない人ではなく、豊かな精神活動を
認知症になると、なにもわからなくなると思っ
営むことができる人ととらえてほしい。
ていました。自分が認知症になり、できないこ
・認知症当事者を介護の対象だけの存在ではなく、私たちが形成す
とも増えましたが、できることもたくさんある
る社会の一員とみとめて欲しい。
ことに気がつきました。
・他人と比較することなく、なにができなくとも、自分は価値のあ
できないことで、一番困ることは新しい場所に一人でいけないこ
とと、時間の感覚がないことでしたが、一番知りたかったことは、 る尊い存在だと信じて生活してもらいたい。
・辛い厳しい試練にあうかもしれないが、かならず脱出の道がある
これからどうなり、どのように生活していけばよいかわかりません
と信じて生きてほしい。
でした。今は症状は安定しています。
・試練におしつぶされるのではなく、積極的に生きて欲しい。
そのために認知症になって感じたことをのべます。
・パソコン、携帯電話をうまく生活にとりいれ、生活に不便を感じ
・認知症になっても、できくなることも多いが、できることもたく
ない実例をしめしたい。
さんある。
・私の生きる姿をとおして認知症当事者が希望をもって生きる姿を
・認知症になると不便なことが増えるが、決して不幸ではない。
しめしたい。
・認知症になっても、絶望することなく、生活の仕方の工夫を紹介
・認知症が進行する前に、旅行、コンサート、芝居などに行き楽し
して、希望を持って生きる。
い思い出をたくさん作り、人生を楽しみたい。
・認知症になっても、人生をあきらめない。
・認知症への偏見は認
・ボランティアを通じて、社会に貢献していきたい。決して認知症
知症当事者も信じて生きる力を奪うので、この偏見をなくしたい。
当事者は社会のお荷物的存在ではないことを示したい。
・認知症になったからこそ、他人を気にせず、自分の好きなことを
・毎日を生かされているのが、今日が生かされている最後日だと思
してもらいたい。
・不便さを乗り越えて、自分の生活に張り合い持つように工夫して、 い、感謝して過ごすこと。
・ボランティアを通じて、社会に貢献していきたい。決して認知症
充実した人生を送ってもらいたい。
当事者は社会のお荷物的存在ではないことを示したい。
・私の生き方を参考にして、自分らしく生き方を模索して、残りの
・毎日を生かされているのが、今日が生かされている最後日だと思
人生、悔いのないよう生きてほしい。
い、感謝して過ごすこと。
・私は、認知症になってから、新たに覚えたことがたくさんあるこ
認知症と生きる人のための会 ３つの会→検索 WEB http://www.3tsu.jp/
とを伝えたい。

現在の認知症当事者（本人）と将来認知症になるあなたへ
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『第４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
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『かまくらりんどうの会 バス旅行』

かまくらりんどうの会

９月２０日（土）
、
「第４回若年性認知症本人家族・鎌倉のつどい」が腰越のデイサービスわが家を借りて行

10 月 16 日(木)、かまくらりんどうの会（認知症を

海軍カレーは１種類だけかと思っていましたが、部

われました。若年性認知症の本人と家族６名、介護職や市民スタッフなど１０名の参加ありました。この日、

支える家族の会）が恒例で主催する日帰りバス旅行に

隊、艦船ごとに沢山の種類があることを知りました。

本人たちは腰越周辺を散策して歩き、家族たちは情報交換会に参加されて有意義な１日を過ごしました。

参加してきました。毎年趣向を凝らした企画で行われ

帰路には、三崎の近くにある農産物直売所「すかなご

ていますが、今年の企画は「横須賀軍港巡り」でした。

っそ」に寄り道し、しばし新鮮な野菜や果物を買い求

ご本人ご家族１８名、スタッフ７名の総勢２５名の参

めたり、ソフトクリームを皆で舐めつつ残り時間を楽

加がありました。最初は、ランチタイムの交流を兼ね

しみました。軍港巡りの興奮の余韻にひたりながら無

た「横須賀菖蒲園散策」でした。菖蒲はシーズンオフ

事に鎌倉への帰途につきました。普段お会いする機会

でしたが、綺麗に整備された秋の園内の散策を堪能し

の少ないかまくらりんどうの会の方々（本人、家族）

ました。昼食後、今回企画のメインである「横須賀軍

と親睦を深めることができました。かまくら認知症ネ

港巡り」に向かいました。１３時出航の軍港クルーズ

ットワークでも会員と交流親睦を深

船で約１時間の軍港ツアーを楽しみました。

める企画があっても良いのでは、と

本人の部

家族の部

１１時の集合時間には小雨が降りだしましたが、本

本人さんたちが買い物や散歩に出かけると、ご家族

人さんたちのグループには近くのスーパーまで参加者

たちは別室に移り、情報交換会に参加してもらいまし

全員分のお弁当を買いに行ってもらいました。何種類

た。それぞれに近況を語りあったり、必要に応じて、

かのお弁当を選んだあとは、みんなで手分けしてお弁

悩んでいることや心配事の相談にもお答えしました。

当を運びました。お昼には、本人さんにも手伝っても

一人で買い物に出かけることができているという報

らってお弁当を販売しました。

告があったり、認知症の進行が心配だという声、介護

午後は、万福寺、小動神社、腰越漁港のコースで近
隣をのんびり散策しました。万福寺の境内を登りきる

が必要になった時のことをと考えて、早めに住み替え
を考えている方もいました。

と相模湾と江の島が一望できました。小動神社では思

つどいが終わるとスタッフで反省会(写真一番左)。

い思いにお参りをしました。腰越漁港では間近に海を

気づきや反省点などを話し合って終了となりました。

見て歩きました。のんびりとおしゃべりをしながら、

スタッフも参加者もそれぞれに有意義な時間を過ご

それぞれのペースで歩くことができました。(SA)

『認 知 症 伝 え方 勉 強 会 』

下船後、皆でお土産ショッピングを楽しみました。

地域の動き

も感じました。(TS)

『映画『ペコロスの母に会いに行く』上映会』

認知症の人と家族の会神奈川県支部

横浜市

世界アルツハイマーデイの９月２１日（日）
、桜木町

版された本が１６万部のベストセラーになりました。

されたと感じました。(IN)

駅前の県民共済プラザビルで、認知症の人と家族の会

映画は原作者自身の体験をもとにしています。深刻な

（IN）

神奈川県支部主催の映画鑑賞と講演会のつどいが行わ

社会問題として語られがちな介護や認知症ですが、主

れました。

人公はこう言います。
“ボケるとも、悪か事ばかりじゃ

まちづくり部会

鎌倉市福祉センター

9 月 17 日(水)、平成 26 年度第 1 回「認知症伝え方

った内容を発表しました。意見としては、
「認知症は

勉強会」が行われました。介護職、ケアマネージャー、

病気だということをまずは知ってもらうことが大事

看護師、など１６名の出席がありました。全部で 3 回

で、病気のタイプによる周辺症状等も伝えると良い」

のシリーズで、今回は、
「サポーター講座の流れを把握

「本人もつらい、家族もつらいということを、社会が

する、伝え方を考える」がテーマでした。前半は、認

受け止めること」
「誰でもなる病気なので卑下したり

知症サポーター養成講座を全員が受講しました。講義

偏見を持たないこと。前向きに生きることの大切さ」

には新テキストを用いて、スタッフの方 4 名が分担し
て、実際の講義の時に行うようにていねいに読み原稿

第１部は講演会で、川崎幸クリニック院長で認知症

なかかもしれん”
。映画のなかでは認知症の母との何気

の人と家族の会神奈川県支部代表でもある杉山孝博先

ない日常がコミカルに描かれています。映画のラスト

生より「認知症の理解と映画」というテーマでお話し

では、認知症の母親の生きてきた時代

がありました。第２部は映画上映会で、認知症の母を

の回想シーンを見ているうちになぜか

あたたかく見守りながら懸命に介護するコメディー映

涙が…、映画の自主上映の貸し出しも

画「ペコロスの母に会いに行く」の上映会でした。

行っているそうです。問合わせは公式

映画の原作は、長崎在住の漫画家・岡野雄一のエッ
セイ漫画『ペコロスの母に会いに行く』です。自費出
地域の動き

HP（http://pecoross.jp/）の上映会開
催情報をご覧下さい。
（IN）

『第 4 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

9 月 24 日（水）
、鎌倉市内の精神科病院であるメン

介護保険では本人を中心にプランが組み立てられて

「一番大切なことは、認知症の方に共感し、気持ちを

タルホスピタルかまくら山で、
「第 4 回認知症地域連携

いきますが、家族の負担軽減のためのサービスの選択

受け止めること」などの声があがりました。

に関する意見交換会」が行われました。4 回目のテーマ

肢は極端に少なく、不足していると言わざるを得ませ

それぞれの職種や経験によって、何を伝えたいか

は家族支援でした。意見交換会にはメンタルホスピタ

ん。今回の話し合いでは家族会の方にも参加いただ

様々な意見が出されましたが、そういった意見を聴い

ルかまくら山、かまくら認知症ネットワーク、かまく

き、家族サポートを通じて感じていることや介護家族

後半は 4 つのグループに分かれて、
「講座を通して

て話しあうことで、今後いかに一般の方へも分かりや

らりんどうの会、認知症の人と家族の会神奈川県支部

現状について意見を交わしました。

私たちは何を伝えたら良いか」について話し合いまし

すく認知症について伝えていくか、考えを深める良い

から 15 名の参加がありました。

た。話し合った後、各グループからそれぞれ話し合

機会となりました。（ＳＩ）

を読みながら解説していただいたので、講座の流れや
基本的な説明の方法を学ぶことができました。

第 3 回の意見交換で家族支援の大切さを確認したこ

内容的には現状を確認する程度にとどまりました
が、精神医療の専門職と介護の専門職、当事者家族が

とがきっかけとなって､今回､家族支援をテーマに話し

顔を合わせて、支援の充実へ向

合うこととなりましたが、認知症の人の家族への支援

けてとりあえずの一歩を踏み出

は手つかずの状態です。確立された支援方法もありま

したというのが実感です。次回

せん。家族会のような社会資源があっても、認知症の

は来年１月に「地域連携」をテ

人の家族の多くはそういう会の存在すら知りません。

ーマに話し合う予定です｡（IN）

