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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⑦

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

講習を受けて認知症サポーターになっても、自分にできることがあるだろうかと、多
くの人が考えるのは無理もない話だと思う。認知症の人のケアというのは、それを専門
で仕事にしている人たちにとっても日々勉強のくり返しで、素人が気軽に手をだせる世
界ではないように思われているからだ。
ところが先日のこと、かまくら散歩に参加した高校生に認知症の人へのサポートを頼
認知症相談員
市民が散歩をサポート

んでみると、初めは緊張気味だった高校生が一緒にきれいな花を見ながら歩いているう
ちに笑顔が見られるようになり、おしゃべりがはじまり、気がつくとなんと、自然な流
れの中で１0 代と 80 代のカップルが何組か誕生していた。
「ほら、あーんしてごらん」
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認知症サポーターの公式マス
認知症サポーターの公式マス
コット、オレンジのロバくん
コットのオレンジのロバくん

などといわれて、お菓子を口に入れてもらっている高校生もいたと聞いた。これは驚くべきことである。
かまくら散歩のような交流を目的とした行事がさまざまな地域で行われるようになるといいと思っている。しかしそ
うもいかないのが現実である。ちなみに高校生たちが応対してくれた認知症の人の中には、過去に行方不明になったり、
自宅では家族を困惑させる症状を示す人もいるのだが、そんなことは想像もできないほど、みな笑顔にあふれていた。
高校生たちにしても特別に高齢者の心理や認知症について勉強しているわけでもなかった。
ケアサロンさくらの向かいにある青果店には「認知症サポーターがいます」というステッカーが貼ってある。青果店
のご夫婦ともに認知症サポーターになっていただいているが、特に何をしてもらっているわけではない。お店のお客さ
んから認知症の困りごとの相談をうけると、
「あのお店の人に聞いてごらんよ｣といって、ケアサロンさくらを指差して
教えてくれる。また利用者とスタッフが近所の公園に散策に行っている間に来客があったりすると「あそこの公園に行
ってごらん」と指差して教えてくれたりする。認知症サポーターだからということではなくて、日ごろのお付き合いの
延長線上にちょっとしたサポートがある感じだ。
現代社会は核家族になり、プライバシーが尊重される時代になって、日ごろのお付き合いが希薄になっている。日本
の社会は隣の人の顔を知らないでも暮らしていけるのが普通の社会になった。

総会に引き続き、
「楽しく気軽に、交流を深めよう」
をテーマに懇親会が行われました。会場は皆さんの協

平成 27 年 3 月 31 日現在、認知症サポーター養成講座を受けた人の数は 600 万人を超え

総会は出席者と委任状を合わせて計 71 名となり、

力で、花やテーブルクロスが飾られてパーティー会場

ている。目を疑うような数字だが、認知症の周知啓発は確かに進んでいる。多くの人が他

正会員 112 名の過半数を超えており成立する旨の宣

に変身。サンドイッチ、ちらし寿司、オードブルセッ

人事ではないと話すし、何か役に立てればと思って講座を受講している。

言がありました。その後稲田議長のもと議事が進行

トなどを用意し飲み物も並ぶと、鎌倉市健康福祉部長

あるとき電車の中でこんな広告を見つけた。公共広告機構のポスターだ。女子学生がお

し､事業報告､第 1 号議案平成 26 年度決算報告と監査

の磯崎勇次様よりご挨拶をいただき、次いで認知症の

ばあさんの手に触れながら話しかけているその隣に「認知症、みんなで見守る、地域で支
える」と書かれていた。この写真にどことなく昭和の空気を感じるのは私だけだろうか。

報告、第 2 号議案平成 27 年度事業計画案及び予算案

ご本人の会員さんの乾杯の音頭で楽しい宴が始まりま

承認については挙手をもって異議なし可決となりま

した。各テーブルでは介護・医療の専門職、市民、介

した。第 3 号議案理事 6 名及び監事 2 名選任の件が

護家族、行政関係者が交流されていました。途中、ス

可決となったあと、新任 3 名の方々（宇野泰子理事、

ライドでの当会の活動紹介、関係者の方から激励のメ

久保田千春理事、柴田康弘監事）の挨拶がありました。

ッセージをいただき、「今年の活動をより充実させた

総会はすべて滞りなく進行し幕を閉じました。
（MM）

い！」という思いが会場に広がった１時間でした。
（SN)

市内のオレンジカフェ情報！
☆７月１９日(日) 「今泉台オレンジカフェ」 ケアサロンさくら ～わいわいおしゃべり＋近況報告＋自己紹介など～
☆７月１２日(日) 「由比ヶ浜オレンジカフェ」 由比ヶ浜マナオハナデイサービス ～楽しくおしゃべり、ピアノ演奏など♪～
７月２６日（日)
７月２２日（水）
８月１５日（水）
８月２３日（日）

5 月 27 日（水）18 時 30 分より鎌倉市福祉センタ
ー2 階会議室にて平成27 年度定時総会を行いました。

認知症サポーターが活躍すれば、昔のような隣近所のお付き合いが密になるだろうか。

西武新宿線車内で見かけた広告
みんなで手を振り記念撮影
鎌倉市役所
電車の中刷り広告

平成 27 年度定時総会・懇親会のご報告です♪

７月・８月の予定
若年性認知症鎌倉のつどい たまなわ交流センター
運営会議
NPO センター鎌倉
地域連携ミーティング
鎌倉市福祉センター
会報作業
ケアサロンさくら

★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

若年性認知症
鎌倉のつどい

～若年性認知症交流サロン～

若年性認知症のご本人・ご家族と専門職とが気軽につどい、おし
ゃべりをしたり、相談をしたり、学ぶこともできるサロンです
開催日：平成２７年７月 26 日（日）
時 間：13:30～15:30
会 場：たまなわ交流センター
第 2 集会室 鎌倉市台１-２−２５
参加費：無料
対 象：鎌倉市在住在勤の若年性認知症の人と家族､関係者
申込み：０４６７-４７-６６８５
※お申し込み時にお名前などのほか、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することがあります。ご協力をお願いします。

寄稿「平成 27 年度定時総会・懇親会へ寄せて」 鎌倉市健康福祉部長 磯崎勇次
平成 27 年度定時総会・懇親会へご招待いただきありがとうございました。私にとりましても、
会員や関係の方々とお話しする貴重な機会を頂戴し、とても充実した時間となりました。
貴ネットワークには、平成 23 年度から 3 年間、鎌倉市の市民協働事業「認知症相談事業」に
取り組んでいただきました。貴ネットワークには相談員の派遣と報告書の作成をお願いし、市民
健康課は事業周知や会場確保などを担いました。市民協働事業の成功例となり、評価も高かったと記憶しています。
さて平成 26 年度、鎌倉市は「高齢者保健福祉計画」を改定しました。そして、27 年度からの３年間で積極的に
取り組むべき施策のうち「認知症施策の推進」を重点施策として掲げました。地域包括支援センターや医療機関な
どと連携しながら、認知症の早期診断・早期対応に向けた支援体制づくりを進めます。また、地域の住民に認知症
を正しく理解し、見守ってもらうため、引き続き認知症サポーターの養成に取り組みます。
全国で認知症の人が約 462 万人､軽度認知症の人が約 400 万人で､65 歳以上の 4 人に 1 人が認知症もしくはその
予備群と推計されています｡オレンジプランのいう｢認知症になっても本人の意思が尊重され､できる限り住み慣れ
た地域の良い環境で暮らし続けることのできる社会｣の実現に向け､今後も協働して取り組んでいきたいと思います。
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『第 19 回かまくら散歩』

支援部会 神奈川県立フラワーセンター大船植物園

6 月 7 日（日）
、神奈川県立フラワーセンター大
船植物園で、第 19 回かまくら散歩～花の香りで
リフレッシュ～を実施しました。当日は認知症の
人 5 名のほか、家族、市民、高校生、専門職など、
2 才から 91 才までの 32 名が参加しました。
今回は初夏の花咲く公園をのんびりと歩きま
した。それぞれのペースできれいな花々を見なが
らおしゃべりを楽しみました。中でも、高校生の
ボランティアさんが、はにかみつつも優しく声を
かけながら、認知症の高齢者の方と一緒に散歩し
てくださり、サポーターとしてとても心強く感じ

ました。
熱帯植物園を出た後は、みなさん芝生の上に腰
を下ろしたりして一休み。その後毎回好評のクイ
ズタイムとなり、みなさん楽しみながら、自然な
交流を楽しんでいました。その場に一緒にいるだ
けで仲間であることを実感できる、そんなひとと
きを共有することができました。
かまくら散歩は動く認知症カフェとも言われ
るようになり、認知症の人の社会参加の場に限ら
ない、多様な立場の人たちが体験的に認知症の理
解を深められる場ともなっています。
（IN）

地域の動き

相談部会 たまなわ交流センター

『平成 27 年度第 2 回新横浜若年性認知症の人と家族の会』

横浜市総合保健医療センター

4 月 26 日(日)13 時〜16 時まで、横浜市総合保健医

始めると初対面同士とは思えないほど打ちとけ、歓声

療センターにて新横浜若年性認知症の人と家族の会が

を上げ、
「半世紀ぶりよ」と満面の笑み。30 分ほど体

開催されました。ご本人 6 名とご家族 14 名、専門職

を動かし気持ちよい汗をかいたあとは、ボランティア

やボランティアなど総勢 51 名が参加しました。

とともに徒歩 5 分ほどのところにある店へ行き、大量

代表世話人の精神科医塩﨑一昌氏のあいさつと参加

のお菓子を調達し全員分のおやつの準備をしていた

者全員の自己紹介に続き、ケアサロンさくらの日常風

だきました。一方ご家族は日頃の悩みや発症からの経

景や 3 月の D シリーズの報告、かまくら磨きや今泉台

緯について語り合い、思いを分かち合いました。専門

オレンジカフェの活動、町田や神戸、富士宮市での若

職のアドバイスに熱心に聞き

年性認知症に関わる様々な取り組みが紹介されまし

入る姿がありました。散会時、

た。そのあとご本人は各々希望のプログラムに、ご家

「楽しかったわね、また来た

族は助言スタッフとの情報交換に入りました。ご本人

いわ」と別れを惜しむ皆さん

らは、卓球やバスケットボールなど好みのスポーツを

の笑顔が印象的でした。
（MM）

地域の動き

『若年性認知症鎌倉のつどい』
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『今泉台オレンジカフェ』

鎌倉市

ケアサロンさくら

５月 17 日（日）
、今泉台の北鎌倉台商店街にあるケ

認知症の本人さんの作品も展示されていました。今回

アサロンさくらで、
認知症の人と家族ら 1２名が参加し

のオレンジカフェには近隣地域のケアマネさんや他市

てオレンジカフェが行われました。この日は今泉台の

の地域包括の職員の方も見学に参加されました。

文化祭と北鎌倉台フェスタというイベントが行われて

参加者の多くは同時代にこの住宅地に住まわれた方

５月３１日（日）
、午後 1 時半から JR 大船駅から徒

き入っていました。また、認知症の人の多くが精神症

いて、商店街の通りにはテーブルや椅子が置かれ、店

なので、子育て時代のネットワークが認知症をきっか

歩３分ほどの所にあるたまなわ交流センターに於いて

状を抱えるようになっているのに、そういう人を支援

舗前に出店が出たりしてにぎやかな 1 日でした。

けに復活している、そんな場面も垣間見ることができ

、今年度最初の若年性認知症鎌倉のつどいが行われま

する制度（自立支援医療という医療費の助成制度）を

この日、ケアサロンさくらでは午前中から子供を対

した。当日は本人 4 名、家族 5 名の参加がありました。 知らない人が多い現状についてもお話しくださいまし

象に「お菓子のつかみ取り」イベントを実施し、認知

場にもなっているようでした。

「若年性認知症交流サロン」というサブタイトルのと

た。ミニ講座の後は、ご家族たちは三橋氏も交えて情

症の人も店番を担当して頂いたりしました。お菓子の

カフェは途中から屋外に場

おり、殺風景な会議室に絵画を飾り、テーブルクロス

報交換を行い、ご本人たちはジェンガ（ブロックを崩

つかみ取りは行列ができるほどで、小学校低学年の子

所を移してオープンカフェに。

を敷いた上に花やお菓子を置いたりと、サロン風の飾

さないように積み上げていくゲーム）を楽しまれまし

供たちがたくさん並んでいました。他にも露店が出た

みなさんで生ビールを味わい

りつけを行って参加者をお迎えしました。

た。交流サロンという名の通

り、ワークショップが行われたり、文化祭の会場には

楽しい時を過ごしました。
（IN）

つどいの初めは、認知症の人と家族の会神奈川県支

り、参加者が楽しめて役に立

認知

部世話人、三橋良博氏によるミニ講座「知って得する

つつどいにしています。次回

支援制度とお金の話」でした。障害年金の仕組みや、

は 7 月 26 日(日)です。どうぞ

住宅ローンの減免の話などはみなさんメモを取って聞

ふるってご参加ください｡(IN)

地域の動き

『由比ガ浜認知症サポーター養成講座』

5 月 20 日（水）19 時～20 時半、由比ガ浜公会堂に

鎌倉市 由比ヶ浜公会堂

けられました。

地域の動き

ました。オレンジカフェはそんなつながりを確認する

『由比ガ浜オレンジカフェ』

鎌倉市

由比ヶ浜マナ・オハナデイサービス

５月 17 日(日)、第４回由比ガ浜オレンジカフェが開

されたご家族から、
「最近ゆっくりお店を見ながら歩

催されました。今回は同じ日に「由比ガ浜ボーダーフ

くこともなかったから、とても良い機会でした」との

ェスティバル」というイベントが由比ガ浜通りで開催

ご感想もいただきました。

されていたので、前半は全員で由比ガ浜通りを散歩し
て楽しみました。

後半はいつもの会場に戻ってきて、コーヒーなどの
飲み物をいただきながら、おしゃべりを楽しみ、そし

このイベントは、ボーダー柄の服を着ていくと、何

て音楽セッションタイムをもちました。駒木先生によ

援センター鎌倉静養館熊澤辰義さんの「対応に困った

かいいことがある、という企画で、商店街の各店舗で

る、ピアノ演奏、合唱、トーンチャイムの演奏を楽し

ときにはいつでも相談に乗ります」という力強い言葉

は特典の割引セールや、ボーダー柄の着こなしで「ベ

むことができました。少しの時間でしたが、地域の中

が印象的でした。講座の後に

ストボーダー賞」を決めるイベントなどありました。

に出かけることで、参加者同

講師は当会代表理事の稲田秀樹氏、運営スタッフの柴

は参加者の皆さんにオレンジ

また通りには、屋台やフリーマーケットがあって、沢

士の親近感も増して、一体感

田康弘氏でした。講座の中で、商店向けの事例を挙げ

リングを腕につけていただき、

山の人で溢れ、商店街をあげての一大お祭りの雰囲気

がでてきたかと思います。次

た認知症の方の理解と接し方の話には、皆さん真剣な

初めの一歩！の気持ちで集合

でした。オレンジカフェの参加者も、お洒落にボーダ

回は７月１２日（日）の開催

眼差しで聞き入り、熱心にメモを取る方が見受

写真を撮りました。(TK)

ー柄を着て参加され、楽しくお散歩をしました。参加

予定です。

於いて、由比ガ浜中央商業協同組合主催の認知症サポ

地域の相談窓口として出席くださった地域包括支

―ター養成講座が開催されました。商店会単位での実
施は、同組合が鎌倉市内では 3 組目となります。
受講者はそれぞれの商店を閉めて駆けつけた 25 名。

