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一般社団法人

２１号

―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⑤

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

かまくら認知症ネットワーク最初の会報「創刊号」は平成 23 年 11 月 1 日に発行さ
れた。創刊号の発行にあたって、心がけたことがあった。それは情報量の豊富さ、読

ネットワーク

みごたえのある内容、見やすい紙面など、しかしそれだけではない。認知症の当事者
の声や思い、願いのようなものを、A4 ページの紙のどこかにちりばめておきたいと
思っていた。
会報の題字「かまくら」を書いてくれたのは、若年性認知症の F さんの息子さんで、

認知症相談員
市民が散歩をサポート
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知的障害のある S 君だった。F さんご家族と初めて会ったのは、設立総会を終えた後
の 9 月のある日だ。F さん家族と私は自宅近くの飲食店で待ち合わせをした。F さん
は若年性認知症の診断を受けて以来、会社を休職していたが、何とかして仕事に復帰

S 君の書の絵ハガキ

したいという希望を持っていた。その一方で認知症という病気と闘っている日々だった。病気の発症後からの経緯を聞
いた後で、F さんの妻が 1 枚の絵ハガキをカバンから取り出した。絵葉書には S 君の書道の作品が印刷されていた。
「明
日の僕、きっと笑っているだろう…」で始まる詩の素朴な筆づかいに感心した。言葉が伸び伸びと感じられた。私はそ
の場で、F さんご夫妻に、S 君に会報の創刊号の「かまくら」の題字を書いてもらえないものかと尋ねた。原稿の締め切
り日まで 1 か月を切っていたが、頑張ってみると返事をいただいた。
創刊号の内容は、代表理事挨拶と設立総会報告、永田久美子氏による設立記念講演、認知症相談事業、そして地域の
動きとして、認知症の人と家族の会が実施している若年性認知症本人・家族のつどい、アルツハイマーデイ、みらいふ
る鎌倉で行われた認知症講座というものだった。
「地域の動き」は、当会の活動以外の認知症地域支援の取り組みを共有
していく目的で、その後も毎号 3 つほどの地域の取り組みを掲載している。
かまくら認知症ネットワーク会報は、年 6 回、奇数月に発行している。会報が刷り上がると、鎌倉市今泉台の認知症
デイサービス「ケアサロンさくら」に近隣の認知症の人と家族、市民サポーターらが集まってくる。会報を二つ折りに
する作業や封筒に詰める作業、封筒にラベルを貼る作業を手分けして行う。毎回 2～3
人の認知症の本人さんが参加している。おしゃべりに花が咲く。会員のほか関係者に配

昼食後はみんなで腰越周辺を散策し交流を深
めました、仲間とのびのび過ごした一日でした♪

布する分の封筒詰めを終えると、みんなでティータイムを楽しむ。さらに話が弾む。
この 3 月で会報も 21 号を迎える。この間にたくさんの人のつながりが生まれた。
「認
知症支援はつながりづくり」からと創刊号の代表理事挨拶で私は書いた。地域にはまだ

会報の封筒詰め作業の様子
みんなで手を振り記念撮影
鎌倉市役所

「若年性認知症本人家族・鎌倉のつどい」でみ～んなリフレッシュ

まだ困難な状況にある人たちがたくさんこ孤立しているいると感じるが、
自分たちので

♪1 月 17 日(土)、鎌倉市腰越で「若年性認知症本人

しながらその後も散

きることにも限界がある。だからこそつながり続けることだと、そしてこうありたいと

家族・鎌倉のつどい」を行いました。つどいには、本

策を楽しみました。

人 3 名、家族 2 名、スタッフ 8 名、行政の方 2 名、

散策の後は、昨年

願うことだと、素朴でのびやかな S 君の題字をみながら今日も思う。

☆３月 ８日(日) Ｄシリーズ・全日本認知症の人のソフトボール大会（富士宮市）に鎌倉から 14 名が参加します♪
☆３月２２日(日) 第 1８回「かまくら散歩」～春の谷戸を楽しもう～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「ひもときシーの使い方研修会」講師：神田けい子氏 玉縄学習センター
２月・３月の予定
３月１５日（日） 若年性認知症・鎌倉のつどい デイサービスわが家
３月２２日（日)
第 18 回「かまくら散歩」鎌倉中央公園
３月２６日（木） 運営会議
NPO センター鎌倉
３月２９日（日） 第 3 回認知症専門講座「ひもときシートの使い方研修会」講師神田けい子氏

★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

計 15 名が参加してくださいました。
午前中は、本人さんたちは散策を兼ねて、近所のス

トボール大会「Ｄシ

ーパーまで昼食のお弁当の買い出しに行ってもらい

リーズ」のスライド

ました。ご家族には、会場のデイサービスの 2 階で情

上映会を行いました。

報交換会に参加してもらいました。
その日は相談会を早めに切り上げて、家族も本人も

昨年は、和歌山、
大阪などの西日本チ

優勝旗を手にした鎌倉チーム（Ｈ26.3）

一緒に散策に出かけました。江ノ電の線路を渡って、

ームと富士宮、鎌倉などの東日本チームで試合を行い

みんなで万福寺の境内をめざしてのんびり階段を登

16 対 17 で東日本チームが勝利､鎌倉チームが優勝旗

り、江の島の見える見晴らしの良い高台まで来ると、

を持ち帰りました。
「Ｄシリーズ」には、今年も鎌倉か

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３月１５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と家族
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。

の認知症の人のソフ

デイサービスで行われたつどいの様子

湘南の海をバック

ら若年性認知症の人など１４名が参加する予定です。

に記念撮影。 空に

今回の若年性認知症のつどいには、日本認知症ワー

は冷たい風と、ど

キンググループ（認知症の人の当事者団体）の共同代

んよりとした雲が

表を務めている中村成 信さんも当事者の一人として

かかり始めていま

参加してくれました。つどいのラストには、みんなで

したが、みなさん

「いとしのエリー」を熱唱。参加した当本人や家族の

はとても素敵な笑

みなさんも、一人ではないことを実感した一日になり

顔で、おしゃべり

ました。(ＳＡ)

しげ のぶ
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『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
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地域の動き

『由比ヶ浜オレンジカフェ』

由比ガ浜マナ・オハナデイサービス

鎌倉市

1 月 2７日（火）
、鎌倉市内の精神科病院であるメン

だけではなく、成年後見人などに財産管理をゆだねる

１月１８日(日)の 13 時 30 分〜15 時 30 分、由比ケ

気持ちもゆったり。そして前回も好評だったトーン

タルホスピタルかまくら山とかまくら認知症ネットワ

ことが難しくなるという問題が起きるとの指摘もあ

浜マナオハナディサービスに於いて「第２回由比ケ浜

チャイムで「星に願いを」を皆で合奏しました。澄ん

ークの 6 回目の意見交換会が、
病院側が院長以下６名、

りました。こうした事例には、地域に暮らす認知症の

オレンジカフェ」が開催され、認知症ご本人が７名、

だ音が心に染み渡りました。最後に「雪の降る街を」

当会関係者１０名が参加して行われました。

人の尊厳を守り、安心した暮らしを支える幅広い関係

ご家族、地域住民、民生委員、行政、スタッフ等、総

と「上を向いて歩こう」を全員で合唱しました。

者のチーム力が必要との意見が聞かれました。

勢 30 名の参加がありました。

この日のテーマは地域連携というっことで、民生委

アロマハンドマッサージ体験のコーナーでは、マッ

員さんや行政書士や成年後見制度の関係者も参加する

今年度、この意見交換会を行った成果は、認知症ケ

スタッフの方の温かい出迎えに、初めは緊張気味の

サージをする側が逆にして頂いたりといった、楽しい

中、認知症の初期からの地域支援の在り方について意

アにかかわる多様な専門職や市民のつながりが生ま

皆さんの顔もすぐにほころび、会場はリラックスした

触れ合いも。
「話し相手がいなくて夕方になると寂し

見を交わしました。

れまたことです。これからは、こうして生まれたつな

雰囲気に包まれました。入り口には数種類のお茶を自

くなるので、こういう場所が

意見交換の中では、何度も通帳をなくして再発行を

がりをそれぞれが生かし、現に困っている方々の支援

由にセレクトできるスペースが設けられ、あちこちに

あるとうれしい」との声も聞

繰り返す人の事例にどう対応したらよいかなど、具体

に役立てることが望まれます。またさらに多くの人と

おしゃべりの花が咲いていました。相談コーナーもあ

かれ、このような場所が持つ

的な話も出されました。出席者からは、銀行関係者な

意見を交わす機会も設けたいと思っています。形だけ

り、個別にお話もできる配慮がされていました。

意味を感じました。次回は３

どへの周知が必要では、といった意見が上がりました。

のネットワークではなく、人の温かさが伝わるネット

また一人暮らしの人が物盗られ妄想が起きると、家族

ワークへと成熟させていきたいと思っています。
（IN）

お腹が落ち着いたところで、
ピアノの演奏が始まり、

（SI）

地域の動き

『認 知 症 の理 解 と効 果 的 なケア』

研修部会

鎌倉市福祉センター

月１５日のの予定です。

『認知症サポーター養成講座』

1 月 21 日（水）
、地域包括支援センターささりんど
う鎌倉が主催して、認知症サポーター養成講座が行わ

憩い宿

鎌倉市

です。机や椅子もクリーンセンターなどから探してき
たのだそうです。

2 月 6 日(金)、認知症介護講座「認知症の理解と効

する取り組みや、地域に出ていき地域住民らと交流を

れました。会場は鎌倉市城廻にある地域住民の集いの

講座の当日は、予想を超え２０名以上の方が参加さ

果的なケア」が行われ、47 名の参加がありました。講

図る活動の効果からか、最近では徘徊を再発する人が

場「憩い宿」（いこいじゅく）でした。講座では、12

れました。私は、
「中核症状と行動・心理症状」の部分

師はかまくら認知症ネットワーク代表理事の稲田秀樹

いなくなったという報告がありました。

月にキャラバンメイトの研修を受講した私と城廻の住

を担当することになりました。行動・心理症状は周囲

代表で、鎌倉市今泉台で取り組んでいる認知症対応型

またケアサロンさくらでは、行方不明になったこと

民でもある I さんも、講座の一部を担当しました。講座

の人が適切に対応すれば症状が現れないことがあると

デイサービスでの様々な試みを紹介しながら、効果的

のある近隣(今泉台地域)の利用者さんに対しては、あ

の情報は、メーリングリストの「サポーターズ」で講

いうことと、適切に対応するためには認知症の人の行

なケアとは何かについて話をしてくれました。

えて自宅からデイサービスまで歩いて通っていただ

座で一部分を話してくれる人を募集していたのを知り

動の背景を理解する必要があ

「効果的」とは誰のためかということについては、

くことをお勧めしているのだそうです。一人で歩いて

、応募したという経緯でした。

ることを話しました。講座で

ご本人はもちろんのこと、
家族や介護サービスの現場、

通所される方もいれば、職員が付き添って歩いてくる

会場となる「憩い宿」は、長年空き家となっていた

話すのは初めてでしたが、今

そして地域や社会にとっても効果的なケアというのが

人もいるそうです。冬場になり日が暮れて、歩いて帰

事務所を、民生委員を中心とするボランティアが地域

後も機会があれば講師を務め

あるはずだと、冒頭にそのような説明がありました。

れるか不安になり混乱してしまった方のケースでも、

活動の拠点とするために自分たちでリフォームした所

てみたいと思っています｡(JK)

そしてまた、効果的なケアの手掛かりは、認知症とい

安易に自動車での送迎に切り替えるのではなく、ケア

う困難な状況に直面している本人さんの姿や言葉の中

マネジャーに相談して短時間のプランに変更し、まだ

にあることを忘れないようにしたいということでし

明るいうちに帰宅してもらうようにしたところ、その

た。このほか、ケアサロンさくらでは栄養改善と運動

後も道に迷うこともなく徒歩で通所されているそう

に力を入れている点について、実際の事例と写真を多

です。

く使って説明してくれました。

デイサービスに行かない日でも、慣れた場所でなら

地域の動き

『2014 年度認知症研修会』

神奈川県の認知症疾患医療センターである東海大学

認知症疾患医療センター

東海大学伊勢原校舎

休憩後は、介護家族、介護施設関係者、認知症介護

医学部にて、2014 年度認知症研修会が「若年性認知症」 研究・研修大府センターの取り組みの報告がありまし
をテーマに行われました。会場の東海大学伊勢原校舎

た。私は、当会の若年性認知症の取り組みとして、本

には、大勢の聴講生が詰めかけていました。

人家族の集い、支援研修会、かまくら散歩、かまくら

お話によると、現在のケアサロンさくらの利用者の

迷わないようにと、そんな取り組みをしているとのこ

7 割は徘徊行方不明の経験者だそうです。ところが栄

とでした。住み慣れた地域でいつまでも暮らし続ける

基調講演に先立って、東海大学医学部付属大磯病院

磨きについて発表しました。また、鎌倉市内の精神科

養改善やスポーツ、アートなど、積極的に意欲を喚起

ための地道で効果のある取り組みと思いました。(MM)

院長で、神奈川県認知症対策協議会会長の吉井文均先

病院との精神科病院との「意見交換会」についても説

生より、このたびの研修会を行う社会的な背景などに

明しました。これは若年性認知症の人などの早期の

ついて説明がありました。続いて川崎幸クリニック院

退院を支援する目的で始めた取り組みです。今年度は

長の杉山孝博先生による基調講演が行われました。

６回の意見交換を行ってい

「認知症在宅医療について」と題した杉山先生のお

て、専門職だけでなく市民

話によると、若年性認知症の人へのサポートと同時に、 も参加して地域での認知症
様々な生活上の課題を抱えがちな家族への支援に力を

困難事例を共有しているこ

注ぐ必要があるということを強調されました。

とをお話ししました｡(IN)

