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第１７回「かまくら散歩」では鎌倉中央公園で楽しく農作業してきました 

 

みんなで手を振り記念撮影 

市民が散歩をサポート 

一般社団法人  

ネットワーク 

 

 

 

 
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２７年１月１７日（土） 
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。 

一般社団法人 かまくら認知症ネットワーク会報 隔月刊                    2015年 1月 1日発行 ＮＯ.２０  

もも立派に役割をこなしていました。 仕事が一段落す

ると、おやつには笹の葉に包んだ美味しいサツマイモ

入りのおにぎりをいただきました。ある参加者の方が、

「どの人が認知症の人なのか分からない」と感想を話

してくれました。認知症の人も、高齢の人も、子ども

も、自分にできる仕事を黙々とこなしていました。作

業の手伝いを終えるとみんなでおやつを食べ、歌をう

たいました。元気な歌声が谷戸に響いていました。（IN） 

どの人が認知症の人かなんて、どうでも  

いいくらいみんなが体を動かした１日♪ 

第９，１０回「かまくら磨き」では横須賀線ガード下の壁をきれいしました！ 

●会報２０号 

●201５年１月１日発行 

●編集発行人 

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/ 

●郵便振替 

 ００２４０－８－１４０５８７ 

●編集責任者 稲田秀樹 

 
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④  稲田秀樹  

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）  

☆２月０６日(金) 第 3回認知症介護講座「認知症の理解と効果的なケア」講師：稲田秀樹 18：30～鎌倉市福祉センター 
☆３月２２日(日) 認知症サポーター養成講座と第 1８回「かまくら散歩」を鎌倉中央公園で実施します♪ 
☆３月２９日(日) 第３回認知症専門講座「ひもときシートを学ぼう、使ってみよう！(仮題)」講師：神田けい子氏 玉縄学習センター 

 平成２６年３月の午後、私たちは認知症相談事業の相談員として、鎌倉市役所内の会議室 

に入室した。その日は鎌倉市との協同事業として行った認知症相談事業の最終日だった。最 

後の相談者は高齢のご夫妻だった。相談の申し込みを受けた際のメモには、妻の認知症が心 

配というようなことが書かれていたと記憶している。 

認知症相談事業は平成２３年９月から平成２６年３月まで鎌倉市との協働事業として行っ 

た。協働事業というのは、鎌倉市と市民活動団体が役割分担をしながら、互いの長所を生か 

して、市民が必要としているニーズに応えていこうというものだった。認知症相談事業では、かまくら認知症ネットワ

ークの介護や医療の有資格者の専門職が相談員となり、認知症で悩んでいる市民に、認知症の基礎知識、対応や介護の

仕方、介護サービスについて助言を行った。鎌倉市の役割は、会場の確保や相談者の受け付け、事業の周知や関係機関

との調整などだった。認知症相談は予約申し込み制で、毎月１回土曜日の午後に２名の相談員を配置して行われた。相

談に来られた方々のなかには、在宅で認知症の家族と暮らしているなかで、認知症のご本人の不可解な言動や行動にと

まどったり、家族も本人も混乱している状況が多く見られた。私たち相談員は、相談者と対面して一通り生活の状況に

ついて話を伺った後に、介護サービスや社会資源を紹介し、個別の悩みや心配事についても一つ一つていねいに助言を

行っていった。相談者の多くは認知症についての理解がない状況がみられた。資料を用いたりしながら病気の理解を促

すことが多かった。対面式のこのような相談では、時間をかけてじっくり相談者の方の現実の悩みを把握する必要があ

った。ご家族が置かれている状況やご本人の病気の状態、普段の生活の様子などをしっかと聞いておく必要があった。 

最期の認知症相談となったご夫妻の場合は、認知症の基本的な理解はできているようだったので、最初は特段の心配

もないように思えた。しかし、生活の状況を伺っていくにつれて、このご夫妻の直面している大きな問題を私たちは知

ることになった。夫は妻の初期の認知症を心配していたが、その本当の理由は、夫である相談者が不治の病で間もなく

終末を迎えざるを得ない現実があるからだった。相談者の夫は、自分が死んだあと妻はどうなるかという、現実的で漠

然とした不安に直面していた。相談は時間をずいぶんオーバーした。その最後に私は、夫の病が進行して最期のときを

迎えた状況を想定して、人生の終末を自宅で妻とともに迎えたいとそういうことですかと尋ねた。夫がその通りだと答  

えたので、私はそれを相談票に記載した。そして在宅での看取りを受けることのできる医療機

関と、ご夫妻を援護してくれるであろう関係機関の所在地を伝えた。私たちにできることはそ

こまでだった。別れぎわ、私たちはご夫妻と握手をした。心の中で「お元気で」といった。ご

夫妻はその時初めて笑顔をみせた。認知症相談事業で学んだことは多くあった。当事者の方た

ちの思いをたくさん聞かせていただいた。自分の知識や経験の足りなさに直面する場面もあっ

た。しかし一番大切なことは知識だけではないということも、学ばせていただいた。 

  

  

  

  

認 知 症 

 ２０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  
 

 
 

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 

１０月２５日(土)と１１月２日（日）の２日に分け

て「かまくら磨き」を行いました。２日間で４５名の

参加がありました。いずれも午前１０時から１１時半

まで、 鎌倉駅近くの横須賀線ガード下の壁を磨きま

した。作業を始めると薄汚れていた白いタイルの壁が

みるみるピカピカになっていきました。 

「かまくら磨き」は認知症の人の社会参加の活動で

す。今回はいつも協力いただいている鎌倉学校インタ

ーアクト部の生徒さんに加えて、神奈川県立大船高校

のボランティア部、鎌倉市立大船中学校のボランティ 

―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 

ア部の生徒さんや、他の学校の小中学生のお子さんと

お母さんにも協力をいただきました。 

「かまくら磨き」は「かまくらを美しくする会」と

の共催で実施していますが、今では世代を超えた清掃

ボランティア活動となっています。壁を磨く人、道路

を掃く人､歩道に張り付いたガムをはがす人、デッキブ

ラシで汚れをこすり取る人､高齢者や中高校生も、認知

症の人や小学生も、介護や医療の仕事をしている人も

一緒になって汗を流しています。作業を終えると皆で

気持ち良く記念撮影をして解散となりました｡(ＳＡ) 

 １２月７日(日)、鎌倉中央公園で「かまくら散歩」

を行いました。認知症の人と家族、介護や医療の専門

職、市民の方など 27名の方が参加して、鎌倉中央公

園内の谷戸(里山）の農作業のお手伝をしてきました。   

紅葉の時期も終わった公園内で、熊手を使って落ち

葉を皆で集め、たい肥にするグループとおやつを作る

グループ、お正月飾りに使う藁をすくグループにわか

れて作業にかかりました。認知症の人も小さな子ど 

１月・２月の予定 

１月１７日（土） 若年性認知症本人家族のつどい デイサービスわが家 

１月２７日（火)  認知症地域連携に関する意見交換会 メンタルホスピタルかまくら山 

１月２８日（水） 運営会議・新年会       NPOセンター鎌倉 

２月１６日（金） 第 3 回認知症介護講座「認知症の理解と効果的なケア」講師 :稲田秀樹 

認知症相談員 

鎌倉市役所 

http://ord.yahoo.co.jp/o/image/_ylt=A3JvTjR7WI9U5k4AWw2U3uV7/SIG=12gq5ifk3/EXP=1418766843/**http:/komekami.sakura.ne.jp/wp-content/uploads/P4199517.jpg


地域の動き 『由比ガ浜オレンジカフェ』  由比ガ浜マナ・オハナデイサービス  鎌倉市 

 

地域の動き 『今泉台オレンジカフェ♪』  ケアサロンさくら        鎌倉市 
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『認知症伝え方勉強会 （最終日）』  まちづくり部会  ＮＰＯセンター鎌倉 

 

スライド上映会の後はおしゃべりの時間になりま

したが、認知症の本人さん自身から、「自分のことな

のでしっかりと認知症の勉強をしておきたい」という

声が上がったことがきっかけとなり、次回のオレンジ

カフェで勉強会を行うことになりまし。勉強会では 2

名の本人さんが世話人を務めてくれることになりま

した。当事者の方が主体となり、当事者の方と一緒に

私たち自身も学びながら、暮らしの中で気づきを得ら

れる、それを地域の人たちとも 

共有できる、そんな楽しい勉強 

会になったらいいと思いました。 

次回は 1月 10日(土)にケアサロ 

ンさくらで行います。(ＩＮ) 

ご本人からも近況やご意見を聞くことができまし

た。「自分でああしたい、こうしたい、と考えるとわく

わくする」「得意だった英語を孫たちに教えると達成感

を感じる」など、自分を発揮できる場を求めておられ

ることがわかりました。認知症を受け入れて「何とか

して現状維持に努めたい」という前向きな発言もあり

ました。ご家族からは「無気力になってしまった」な

どの困りごとも聞かれました。 

その後、ピアノ演奏を聴い 

たり、トーンチャイムの演奏 

を楽しんだりしました。次回 

は１月の予定です。 (ＴＮ) 

12 月 6 日(土)、鎌倉市今泉台でオレンジカフェが行

われ、認知症のご本人 6 名、ご家族 6 名、介護などの

専門職、地域住民の方、見学の方など２２名が参加が

ありました。途中から地域住民のお母さんと中学生の

お子さんも参加され、和やかな雰囲気でした。 

今回は、今年 3 月に今泉台の当事者の方を中心に参

加した、 認知症の人のソフトボール大会Ｄシリーズの

スライドの上映会を行いました。試合の様子を説明し

て、鎌倉チームが優勝旗を持ち帰ったことを説明する

と「楽しそう～！」「すごーい」など感嘆の声が上がり

ました。また試合だけでなく、白糸の滝を観光したり、

懇親会で参加者と交流した話を聞いて、「私たちも行き

たいね」と話す参加者の声も聞かれました。 

１１月２３日（日）１３時 30分から由比ガ浜にある

マナ オハナデイサービスセンターが主催して、鎌倉市

内で２か所目のオレンジカフェが開催され、認知症の

ご本人９名、ご家族１１名のほか民生委員、ケアマネ

ジャー、臨床美術指導者、ピアニストら総勢３２名が

集いました。 

主催者からは「オレンジカフェとは認知症のご本人、

ご家族、専門職、認知症に関心のある地域の方などが、

気軽に参加でき、お茶を飲みながらゆっくりお話しし

たり、相談できる場です」「どのような内容にしていく

かは、これから皆で考えていきましょう」という説明

があり、そのあと皆が自己紹介をしました。 

『認知症の理解と援助』 研修部会＆まちづくり部会  鎌倉商工会議所地下ホール 

     『精神科病院での認知症治療と退院支援』 研修部会  鎌倉市福祉センター 

などを考え、企画を立案するワークを行いました。受

講されるによって、講座内容のどこに重点を置いて時

間配分するかなど、より実務に即した内容でした。3

回シリーズの今回の講座では「高齢者や後期高齢者の

方にもわかりやすく伝える技術を身につけましょう」

をテーマに学ぶことができました。 

参加者の皆さんは、これからそれぞれの職場や地域 

に戻られて、それぞれの立場 

で、認知症サポーター養成講 

座や地域での認知症の啓発に 

取り組んでいかれることと思 

いました。（SI） 

界の話をたくさん聞かせていただきました。講座を受

講した参加者アンケートからも、「具体的な話がいっ

ぱい聞けてわかりやすかった」「やっと認知症が理解

できた」「本当に“目からうろこ”でした」「認知症の

方の気持ちの動きが自然な動きなのだということが

よくわかった」などの言葉がたくさん寄せられまし

た。 

講座後、杉山先生を鎌倉駅までお送りした際、まだ

まだたくさん杉山先生のお話を聞かせたいご家族の

人たちがいますとお話しすると、呼んでくれたら来年

も来ますよとありがたいお言葉をいただきました。こ

れから病院に戻って夕診があるからと慌ただしく改

札を通っていかれました。（IN） 

（IN） 

 

１１月１０日（月）、鎌倉市福祉センターで第３回認

知症医学講座を行われ、６７人の参加がありました。

講師は鎌倉市内の精神科病院であるメンタルホスピタ

ル鎌倉山の岡田昇院長でした。メンタルホスピタルか

まくら山は昨年１２月に認知症病棟４５床を新設、そ

の後かまくら認知症ネットワークとの間で４回にわた

って意見交換会を行ってきました。今回はそれらの成

果をお話しいただいた形になりました。 

この講演会は、地域の精神科病院としてのメンタル

ホスピタルかまくら山の実態をできるだけ正確に、医

療介護の専門職、介護家族、市民に知っていただこう、

そんな趣旨で行われました。岡田院長によれば、メン

タルホスピタルの平均在院日数（精神疾患の病棟含む）

は１５０日だそうです。日本の精神科病院の在院日数

の平均は３００日だそうですから、その半分程とのこ

とでした。また、現在ではＢＰＳＤ（行動・心理症状） 

11 月 28 日（金）、第３回認知症市民講座「認知症

の理解と援助」が、川崎幸クリニック院長の杉山孝博

先生を講師に迎えて行われました。会場の鎌倉商工会

議所ホールには介護家族、介護従事者など 67 名の方

が集まり、じっくりと杉山先生の話を聞くことができ

ました。 

杉山孝博先生は川崎幸クリニックで内科の医師とし

て外来を受け持っている傍ら、訪問診療の部門でも１

２０名の患者さんを抱えていらっしゃるそうです。ほ

ぼ休みなく働いている合間を縫って全国で講演活動も

されています。杉山先生はまた、公益社団法人認知症

の人と家族の会の副代表で、同会の神奈川県支部の代

表も務められています。講演では認知症の人の心の世 

が原因で入院する人の多くが１か月程度で退院して

いるそうです。 

メンタルホスピタルかまくら山では、退院患者の在

宅での生活を支えるために病棟新設前に訪問診療と

訪問看護部門を立ち上げています。入院していた時の

様子を知る医師や看護師が在宅でのケアに当たるこ

とができ、入院期間の短縮にもつながっているそうで

す。講演会後のアンケートでも「精神科病院のイメー

ジが変わりました」「今後に向けてのモデル的病院と

して大いに発展していって欲しい」などの感想がよせ

られていました。 

認知症の精神科医療を巡っては、自宅への退院支援

にともなう介護サービスの受け入れ態勢など、まだま

だ課題はあります。今後は認知症の人が地域でどう暮

らしていくか、そういった視点に立つ必要もあると感

じました。(IN) 

１１月 1９日(水)、第３回「認知症伝え方勉強会」が

行われました。介護職、ケアマネージャー、看護師な

ど１4 名の出席がありました。3 回シリーズの最終回

の今回は、「講座の企画の立て方、講義の演習を体験す

る」がテーマでした。前半は、養成講座テキストのパ

ートを分担して、講義を行う演習をしました。後半は

実際に自分がどのような講義を行っていきたいかにつ

いて、企画の立て方を学びました。 

講義を実際に体験してみて、説明する内容を時間内

に収める難しさ、説明の仕方や効果的な話し方など、

様々な気づきや発見がありました。後半では、実際の

講座を想定して、対象者、場所、目的、日程、内容 


