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認知症相談員 

鎌倉市役所 みんなで手を振り記念撮影 

市民が散歩をサポート 
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『若年性認知症交流サロン ～タッチケアでリフレッシュ～』 たまなわ交流センター 

 

 

 

    ～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９月１３日（日） 
時 間：13:30～15:30 

会 場：たまなわ交流センター 

    第2会議室 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。 

｢手当て｣という言葉も、いわばタッチケアの原点なの

だそうです。参加者やスタッフも中空さんの指導のと

おり相手の手に触れてみました。しばし互いの手に触

れたり触れられたりしていると、気分がほぐれてきて、

自然と会話が弾んだりするから不思議でした。その後

は、若年性本人の Kさんによる珈琲タイムになり、穏

やかな Kさんらしい、まろやかな香りの珈琲を味わい

ながら、おしゃべりにも花が咲きました。のんびりゆ

ったり、みんなで元気を分け合ったひとときでした。

次回の若年性認知症交流サロンは９月１３日(日)に実

施します。(IN) 
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電車の中刷り広告 

認知症サポーターの公式マス
コットのオレンジのロバくん 
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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⑧  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）  

市内のオレンジカフェ情報！ 
☆９月２０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～ 
☆９月 ６日(日) 「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 ～楽しくおしゃべり、ピアノ演奏など♪～ 

 樋口直美著「私の脳で起こったこと」。この本は若年性レビー小体認知症の著者の闘病の記録です。 

レビー小体認知症の人はもちろんですが、認知症だけでなく、ほかの病気の当事者の方、ご家族、 

医療介護従事者、医師や行政職の人たちに、ぜひ読んでいただきたいと私は思っています。 

本の「はじめに」にこんなことが書かれています。『今、「認知症」という言葉は、病気の種類も 

進行の度合いも無視して、十把一絡げに病名のように使われています。病気の種類によって、症状 

も治療もケアも注意点も違いますが、ほとんど無視されています。「認知症」は、深く誤解された言 

葉だと私は思います。それは「認知症」と診断された誰をも絶望させ、悪化させ、混乱させます。』 

この言葉が専門職でも医師でもない患者としての樋口さんの体験から導き出されたということが、 

まず私には驚きでした。 

 樋口さんが言うような誤解と偏見がごちゃまぜになったような「認知症」というイメージを作っ 

ているのは、まぎれもなくマスコミである。一方的に（テレビも新聞も元来そういうものだが）、認知症の人の一見不可

解な行動を捉えて報道する。「認知症」はこんなに“大変”を強調する番組がほとんどだ。あたかも社会問題に見事に照

明を当てて見せているようであるが、実のところは視聴者の不安をあおっているだけにすぎない。このようなマイナス

の情報であふれた社会では「認知症」は恐怖の対象にしかならない。 

富士宮市の佐野光孝さんは 58歳の時に認知症と診断された。『けれど、「それがどうした」と言ってくれた人達がいた。 

認知症になってからギターや山登り、色んな事をはじめた。いつもそばに仲間がいてくれた』これは AC ジャパンのテ

レビコマーシャルの一節だが、とても大事なことを伝えている。コマーシャルの最後に、『支えがあれば、あきらめるこ

とより、やれることの方が多くなる』とナレーションが入る。多くの人々が心に思っている「認知症」のイメージとは、 

不可逆的に進行していくというものだろうが、たとえ一時的ではあって

もその逆の道をたどる人たちがいる。初めに紹介した樋口直美さんもそ

の一人だ。かれらは仲間とともに前を向いて歩んでいる。佐野光孝さん

は認知症になってからギターを始めた。最近ではミニコンサートで演奏

するまでに腕をあげているときく。プラス思考というのは、私たちが生

きていくうえでは、このうえなく大切なものなのかもしれない。 

「認知症伝え方勉強会」という講座を毎年やっている。認知症サポー

ター養成講座などでの伝え方、話し方のコツを伝授するような講座だが、

今抜本的な企画の練り直しに着手している。伝えるべきは果たして何な

のか？がいま問われているからだ。 

  

  

認 知 症 

 ２４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 

―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 

７月・８月の予定 

９月１３日（日)  若年性認知症交流サロン  たまなわ交流センター 

９月２４日（木） 運営会議         NPOセンター鎌倉 

９月２７日（日） かまくら散歩       鎌倉中央公園 

１０月０２日（金） 地域連携ミーティング   鎌倉市福祉センター 

若年性認知症 
鎌倉のつどい 

若年性レビー小体認知
症の樋口さんの著書 

佐野光孝さんが登場するACジャパンの広告 

知症になった私が伝えたいこと」というテーマで話を

していただきました。佐藤さんは、認知症の発症当初

から現在までの経過や、診断されたとき図書館の本を

読んで、「認知症になったらもう何もできなくなる」と

考えて愕然としたことや、全国で講演活動をしている

現在では、「できないことでなく、できることに目を向

ける」ことが大切と話してくれました。 

この日は当事者の方の話から国の施策まで、幅広く

話を聞くことができました。また昨年出版された佐藤

雅彦さんの著書「認知症になった私の伝えたいこと」

の販売コーナーも盛況でした。尚この研修会は、鎌倉

市若年性認知症支援事業として実施されました。（IN) 

『若年性認知症支援研修会～認知症になった私が伝えたいこと』 鎌倉市福祉センター 

7 月 26 日（日）１３時より１５時まで、鎌倉市の

たまなわ交流センタ―にて、若年性認知症交流サロン

（若年性認知症鎌倉のつどい）を行いました。この日

は最初に、みなさんで最近のエピソードを語り合いま

した。笑えるエピソードや、困った話、介護の心配事

や仕事のことなど、スタッフも一緒になって、思い思

いに話してもらいました。 

その後、鍼灸マッサージ師の中空隼人さんによるタ

ッチケアのミニ講習会がありました。昔から相手の痛

むところに手を触れてやさしくなでたりすると、痛み

が和らいだりすることがありましたね。そういえば 

6 月 28 日（日）13 時 30 分より鎌倉市福祉センタ

ー2階会議室にて、若年性認知症支援研修会を行い、

66 名の参加がありました。 

はじめに鎌倉市健康福祉部の磯崎部長より挨拶が

あり、その後基調講演として、厚生労働省認知症虐待

防止対策推進室(前)室長補佐の翁川純尚氏に「新オレ

ンジプランが目指すもの」というテーマで話していた

だきました。翁川さんによると、国は今、新オレンジ

プランに沿って認知症の周知啓発から若年性認知症

対策、本人家族の視点の重視など、７つの施策のポイ

ントに沿って取り組みを始めているとのことでした。 

また、若年性認知症本人の佐藤雅彦さんには、「認 

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 『認知症サポーター養成講座』  鎌倉学園インターアクトクラブ  

  

地域の動き 『認知症ケアの気づきとヒントを見つけませんか！』  鎌倉市福祉センター 

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 9月 1日発行 ＮＯ.２４  

を探したり助言し合ったりしました。 

研修実施後のアンケートには「他の事業所の方の意

見が聞けて、自分が抱えている疑問が解決できた」「違

った視点からの意見が聞けて良かった」などの感想が

多く、鎌倉市高齢者いきいき課の白川氏も、「現場は

違っていても同じ仲間同士が、困っている事例を持ち

寄って話し合うことに意味がある」と話してください

ました。 

秋にはこの研修の第 2弾と 

して、現場で困っているケー 

スの改善活動の成果をみなの 

前で発表する報告会も予定さ 

れています｡ (IN） 
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地域の動き 『医療と介護講演、認知症にも優しい町に』 今泉台町内会館 

 
ケアサロンさくらの日常の様子がスライドで上映さ

れ、日頃よりごく自然な流れで、こどもたちとサッカ

ーをしたり、利用者さんが描いた作品を地域の展覧会

に出品したり、キャッチボールやサッカーをレクリエ

ーションに取り入れている様子について、デイサービ

スの稲田秀樹代表より説明がありました。 

そして最後にすけっと会代表の伊藤二郎代表より、

「誰にでも住みやすい町を目指 

して」というテーマで、今泉台 

すけっと会の歩みや活動につい 

て説明があり、2時間を超える 

講演会は幕を閉じました。（SA） 

私の話しはそんな明るい内容が主でしたが、参加者の

人も違和感なく話しの内容を受け入れていらっしゃ

るようでした。 

事業所のある地域でのこうした機会は、住民の皆さん

の反応を直に感じられる貴重な場でもあります。主催

された方、参加された方々に心からお礼を申し上げた

いです。 

（MM） 

７月２８日(火)、鎌倉市地域密着型サービス事業者連

絡会主催の研修会が行われました。研修会には市内の

グループホームや小規模多機能施設などから参加者 26

名とファシリテーター10 名が鎌倉市福祉センターの会

議室に集まりました。 

研修会は「認知症ケアの気づきとヒントを見つけよ

う！」というテーマで、現場で困っているケースを持

ち寄ってグループワークで話し合い、解決の糸口やヒ

ントを持ち帰ってもらう目的で行われました。 

グループワークは、まず用意されたワークシートに

ケースの概要を記入するところから始まりました。次

いでグループの人に困っている状況をそれぞれ語って

もらいました。ワークの後半は、互いにケアのヒント 

『地域連携ミーティング～認知症の人が安心して暮らせる地域づくりについて考えてみませんか』 鎌倉市福祉センター 

講演後の 

グループワ 

ークでは、 

「どういう 

地域作りが 

必要か」｢そ 

のために何 

から始めたらよいか」について話し合いました。 

意見交換の中で、「気軽に集まれる場所がほし

い」「困った時に助けてと言える人が近所に 1 人

いるといい」「オレンジカフェがあると良い」な

どの意見が上がりました。 

また講座後のアンケートにも「地域のつながり

は地域の人間が自主的に作るしかないと思う」な

どのほか、「厚労省のホームページを開けてよく

見てみたいと思います」という感想もありまし

た。みんなで考える「地域連携ミーティング」第

2回目は 10 月頃に実施の予定です。（IN） 

８月５日（水）、鎌倉市福祉センターに、認知

症の人と家族、様々な立場の市民、介護福祉医療

の関係者ら 43 人が集まり、認知症の人が暮らし

やすい地域づくりについて考えました。この「地

域連携ミーティング」という催しは、かまくら認

知症ネットワークが今年度から始めたものです。

全 3回のシリーズの今回が第 1回目となります。 

第 1回目の地域連携ミーティングでは、最初に

厚生労働省介護保険計画課課長補佐の翁川純尚

さんより、現在国が進めている地域包括ケアシス

テムについてお話をしていただきました。翁川さ

んによると、地域包括ケアシステム構築にあたっ

ては「主役は市民、専門職はサポーター、舞台は

地域、行政は仕掛け人」なのだということでした。  

現在、行政や医療介護の専門職が先行する形で

地域包括ケアシステムについての議論がされて

いますが、肝心の当事者や市民にまでは情報が届

いていないのが現状ではないでしょうか。 

 ７月１５日(水)、鎌倉学園にて、認知症サポーター養

成講座が開催され、中学１年生から高校３年生のイン

ターアクト部の生徒さんら約１４名が参加しました。

講師は当会の稲田秀樹代表理事が務めました。 

インターアクト部の生徒さんは、日ごろから「かま

くら散歩」や「かまくら磨き」などの活動にも参加さ

れているので、講座の内容も、日ごろの活動内容のパ

ワーポイントを見ながら、「高齢者も若い人も共に支え

あえる社会を」というテーマを用いた、大変わかりや

すい内容となりました。 

中でも講師の稲田氏が強調されていたのは、あいさ

つをするとお互いに不安感がやわらぎます。何かをし

て 

      『第 11回 かまくら磨き』  支援部会  鎌倉駅地下通路 

刻より 1時間早く終了となりました。 

作業の後、この活動を共催している鎌倉を美しくする

会の高田さんに話を聞きました。高田さんは「町をき

れいにするのはだれでもできること、この清掃も雑巾

で拭くだけという簡単な作業なので、もっともっと様

々な立場の人たちが参加してくれれば･･･」と話してく

れました。また、市内で落書きで汚れているところが

あって困っているという話もお聞きしました。ペンキ

で消す作業を手伝ってくれる人がいると助かりますと

のことでした。この街をきれいにする活動に、もっと

たくさんの立場の人たちに参加してもらえたらと、そ

んなことを思った一日でした。(IN) 

 ８月２日（日）、午前９時から、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！とそんな思

いのある仲間が集まり、鎌倉駅地下通路の壁面清掃を

行いました。今回の「かまくら磨き」には、認知症の

本人、市民、介護従事者、鎌倉学園インターアクト部、

神奈川県立大船高校ボランティア部の生徒ら２０名が

参加してくれました。 

熱暑の中の「かまくら磨き」でしたので、高齢者も

認知症の人も中高生も、しっかり水分をとりながらの

作業となりました。埃や泥で汚れていた鎌倉駅地下通

路の外壁は、雑巾やデッキブラシを手にした多世代の

人たちの力でみるみるきれいになっていき、予定の時 

 
○地域包括ケアシステムの構築は、まち
づくりそのもの。 

○主役は市民、専門職はサポーター、地
域は舞台、行政は仕掛け人。 

○市民の理解や市民による活動が充実
するには時間を要する。じっくりと取り組む 

主役は市民、行政は仕掛け人 

講演資料「地域包括ケアシステム」事例集成(H26.3月)より作成 

あげるのではなく一緒に楽しむ気持ちで。人生の先輩

の話をたくさん聞こう。認知症の人でも自分でできる

ことはたくさんある。など具体的で分かりやすく、生

徒さん達が、すぐに取り組むことができることばかり

でした。地域の中でこうした若い世代の方たちに、認

知症ケアについての種をまくことで、将来的に認知症

の方が安心して暮らせる街へと大きな花が咲いていく

ことと思いました。また講座の 

終了後には、かまくら散歩に実 

際に参加された生徒さんへの取 

材も行われ、後日記事が掲載さ 

れる予定だそうです。（SY） 

７月９日(木)午後、今泉台町内会館にて、「医療と介

護講演、認知症にも優しい町に」が、今泉台すけっと

会主催で行われ、会場の町内会館大集会室には 30 名

を超える市民の方などが集まりました。 

講演会では、はじめに鎌倉保険福祉事務所の志波直

子保健師より「認知症とは何か？」というテーマでお

話がありました。志波さんによると、85 歳を超えると、

男性は２２％の人が、女性は３３％の人が認知症にな

っているのだそうです。また認知症の予防については、

高血圧、高脂血症、糖尿病などの生活習慣病の予防が

有効なのだそうです。 

続いて、今泉台の認知症対応型デイサービスである 


