
 

初めに紹介した樋口直美さんもその一人だ。初めに紹介した樋口 

写真は若年性認知症の男性（58歳）と小学生の真剣勝負の様子だ。若年性認知 

症の男性には失語と視空間認知障害がある。この後、若年性認知症の男性が子供 

に追いついて、正面から対決、ボールを取ったりまた取られたりを繰り返してい 

た。実はこの写真、地域密着型の認知症対応型デイサービス「ケアサロンさくら」 

での一コマである。介護保険ではデイサービスで外出する際には機能訓練（リハ 

ビリテーション）を目的とするよう求めてくる。 

機能訓練士の指導がないとリハビリテーションはできないかというと、そんな 

ことはない。自分一人で行う機能訓練もあるし、認知症の人の中には、一日に何 

度も家を出て歩く人がいて、栄養摂取が適切ならば、結果的に脚力が強化される 

という現象が起きる。ここからは人から聞いた話で、『リハビリテーションは単なる機能訓練ではなく、心身に障害を持

つ人々の全人的復権を理念として、潜在する能力を最大限に発揮させ、日常生活の活動を高め、家庭や社会への参加を

可能にして自立を促すものである。』ということなのだという。つまりは社会参加へのお手伝いが私たちの仕事だという

ことなのだが、認知症の人のリハビリテーションに大切なのは、単に社会参加を支援するだけでなく、いかに意欲的に

取り組めるかということである。 

「旅のことば」という本が丸善出版から出ている。副題に「認知症とともによりよく生きるためのヒント」とある。ペ

ージをめくってみても、認知症関連の他の書籍にありがちな症状の説明などどこにも書かれていない。この本では認知

症を『新しい旅』の始まりと捉える。診断をうけて、認知症と出会ったときから手元に置いておきたい人生のノートな

のだという。いわば「旅のことば」は認知症という未知の世界への旅のガイドブックと言ってもいいかもしれない。「旅 

のことば」には、旅の途中で出会うさまざまな人や場面とどう付き合えばよいか、そんな認

知症という旅をよりよく生きるための工夫を４０のことばにまとめて紹介している。旅の途

中で悩んだり、迷ったりしたときの道しるべにもなる。 

「旅のことば」は意欲的でプラス思考のヒントやアイデアに満ちている。認知症という病

気の進行の度合いは人それぞれだが、認知症になっても、病気の進行がゆっくりな人たちが

いる。そんな人たちを見ていると、物事に意欲的であるという共通点が見えてくる。気持ち

が前向きであったり、プラス思考であったりというのは、脳の前頭前野と関係がある。前頭

前野は，高次な精神活動の中枢として重要な役割を果たしている。「意欲」は前頭前野の重

要な働きの一つである。プラス思考が認知症にも良い効果をもたらすのは言うまでもない。 
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    ～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１１月１５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。 
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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⑨  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）  

認 知 症 

 ２５号 

認 知 症 を 支 え る 家 族 の 会 

。『地域連携ミーティングｐart2 ～認知症の人が暮らしやすい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 

市内のオレンジカフェ情報！ 
☆１１月２２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～ 
☆１１月２２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♪～ 
☆12月20日(日) 「小袋谷オレンジカフェ」小袋谷1-19-12川田宅～ゆったりおしゃべり+情報交換などなど～ 

★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。  

「旅のことば」丸善出版 

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！ 

「58 歳の時に認知症と診断された。けれど『それがどうした』と言ってくれた人たちがいた。」第 1 回目のミーティン

グの最後に映像と共に流れた富士宮市の認知症の人の言葉は、介護する家族にとても心強いサポートになり、認知症の

人が暮らしやすい地域を作るために必要な精神ではないでしょうか？認知症になっても今までと変わりない、かけがえ

のない友達として、君と一緒に人生を楽しもうと言ってくれているかのように思います。 

高齢化率 45,3%という今泉台においては、「すけっと会」が援助を必要とする高齢者のために認知症ケア施設とも連携

して、家事や散歩の付き添い、話し相手等を実施しています。また今年、今泉台地域の活性化を目指して「NPO 法人タ

ウンサポート鎌倉今泉台」が設立されました。国は、地域包括システムの構築をかかげ、医療、介護、生活支援を一体

的に提供するサービスを、地域の特性を生かして市民が主役となり実現していくように対策を推進しています。 

 このミーティングに参加して多くの介護福祉の専門職の方々が熱心に認知症対策に取り組んでおられることを知り

ました。今泉台でも｢すけっと会｣や「タウンサポート鎌倉今泉台」などの住民が主体となって介護職の方々と連携し、「そ

れがどうした」という気持ちのある人々に呼びかけ、認知症の人たちと共に出来ることを考え、認知症になっても「あ

きらめることよりやれることのほうが多くなる」とサポートしていく地域になることを願っています。 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 

寄稿 「地域連携ミーティングに参加して」  ～認知症の夫と参加 ・今泉台在住～   横溝百合子 

もめサポートは七里ヶ浜自治会の活動で、サポーター

の方で 40 歳代の方が多く活躍されているのが印象的

でした。続いて NPO 法人タウンサポート鎌倉今泉台の

理事長をされている丸尾恒雄氏より、今泉台で今年７

月に設立した NPO による空き家・空き地の管理運営事

業や市民参加による地域サポート事業について説明が

ありました。 

後半はグループに分かれて意見交換を行いました。

市民や当事者と介護福祉の専門職でグループを構成し

て率直に話し合いました。参加者からは「地域の取組

を知る事」「顔の見える関係作りが重要」等の意見が出

ていました。その後のアンケートでもこのような場を

もっと設けて欲しいと声が上がっていました。 (CK) 
★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） 
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10 月２日金曜日、鎌倉市福祉センターにて、第２

回地域連携ミーティング『認知症の人が暮らしやすい

地域づくりについて考えてみませんか』と題して、認

知症本人や家族、市民、介護福祉医療の関係者の４３

名の方にご参加頂きました。 

前半は３名の方に地域の取組みについてお話し頂

きました。今泉台すけっと会の民生委員児童委員の長

谷川かち子氏によると、今泉台すけっと会では相談が

あったら即対応を心掛けてるとのことでした。また認

知症の人の散歩付添いの事例についてお話がありま

した。七里ガ浜自治会の福祉担当理事をされている太

田治代氏からは、住み慣れた地域で暮らし続けるため

の『かもめサポート』について説明がありました。か 

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 

11月・12月の予定 

11月１8日(日)  第21回かまくら散歩 フラワーセンター大船植物園 

11月 12日(金) レビー小体型認知症と認知症を伴うパーキンソン病 鎌倉市福祉センター 

11月 15 日(日）若年性認知症交流サロン  たまなわ交流センター 

11月 25日(水) 運営会議         NPOセンター鎌倉 

若年性認知症 
鎌倉のつどい 

サッカーをする若年性認知症の人と子供 



地域の動き 『小袋谷オレンジカフェ』  鎌倉市小袋谷 個人宅 

 

地域の動き 『新横浜若年性認知症の会（SJNK）秋の会』   横浜市総合保健医療センター 
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集団の中で役割を持つ事が、どれだけ大切な意味を持

つのか、活動を通して改めて考えさせられました。最

後は自分たちで作ったおやつの「パンプキンボール

WITH 白玉 栗とあんこのせ」を食べながら、季節の

移ろいを感じたりしました。 

 SJNKは、立ち上げからもうじき１周年を迎えます。

３ヶ月に１度の開催ではありますが、徐々に参加者同

士が顔なじみになってきて、名前で呼び合えるように

もなってきました。運営側も 

何が必要なのかを共に考え、 

楽しみながら地域の仲間を増 

やし、活動内容を広げていけ 

ればいいと思っています。(MI) 
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地域の動き 『RUN伴鎌伴（ラントモカマトモ）』  鎌倉市内 

 
今泉台では写真のように 1 か

月の赤ちゃんもお母さんと一緒

に参加し、８5 歳の高齢者まで

30 人以上が公園で輪になり、ミ

ニタスキリレーを行いました。 

お母さんと一緒に参加した赤ちゃんも見事に襷を

つないでくれて、そのあとは皆で記念撮影を行いまし

た。来年は鎌倉市内のいろいろ 

な場所でオレンジの Tシャツを 

着た人がみられるようになり、 

認知症の人が住みやすい町にな 

るように期待しています。(IN） 

１０月１８日（日）午後、横浜市総合保健医療セン

ターにて第４回新横浜若年性認知症の人と家族の会

（SJNK）秋の会」を開催し、認知症の人と家族、支援

者等 38 名の参加がありました。はじめに全員参加で行

ったミニ勉強会では、簡単な実技を交えながら、どう

すれば認知症の人とコミュニケーションを取りやすく

なるのかを、解りやすく解説。その後は、家族は情報

交換。本人さんは皆で食べるおやつ作りを行いました。 

家では台所に立たない方、家族と分かれて不安があ

る方など、様々な方がいらっしゃいます。それでも少

しの工夫で、秘められていた個性が発揮できる方がい

ました。また参加しているうちに、いつの間にか家族

と離れている時間が気にならなくなる方もいました。 

さんが語ってくれた「思い」にどう答えたらよいのか、

どんな選択肢があるのか、何をどう補えばよいのか、

皆で知恵を出し合い、考えていきたいというお話しに

なりました。 

また、サロンの後半にはこの日は今年 3 月に行われ

た認知症の人のソフトボール大会（Dシリーズ）のス

ライド上映会を行いました。この日の参加者の Bさん

がバッターボックスに立つ姿が映るとその場にいた

皆から歓声が上がりました。認知症の人たちがグラン

ドで見せる真剣勝負を見た後はコーヒータイムとな

りました。コーヒーはAさんが本格ドリップ方式のい

れ方でつくってくれました。いつものまろやかで美味

しい珈琲をいただきながら再び話が弾みました。今回

は本人さんの発言で新しい気づきのあるサロンとな

りました。次回は 11 月 15 日（日）です。ぜひお気

軽に足をお運びください！ (MM) 
 １０月１８日(日)、鎌倉市小袋谷で民生委員児童委員

をされている個人の自宅を開放してオレンジカフェ（

認知症カフェ）が開催されました。第 1 回目となるこ

の日は、地域の住民の方、認知症の人や家族、介護や

福祉の関係者ら、20 人が参加しました。 

 はじめに、主催者のご主人よりあいさつがあり、そ

の後、全員が簡単な自己紹介をしました。参加者は小

袋谷、大船地域の住民や見学に来られた市内の他の地

域の方やボランティアを兼ねてお隣の市から参加され

た方もいました。 

 自己紹介の後は、それぞれ順番に思い出のある故郷

の話を披露しました。小袋谷に生まれたという方から 

      『由比ガ浜海岸のビーチクリーン』  由比ガ浜オレンジカフェ 

たばこの吸い殻やプラスティックの破片などなど、あ

るわあるわで、皆さんで集中して拾った、あっという

間の約３０分でした。ゴミを拾い終わったあとは、皆

さんでゴミの分別をしてお茶タイムとしました。久し

ぶりの砂浜と海を満喫したあとは、帰り道に同じ日に

行われていた「鎌人いちば」を散策。大賑わいの市場

でお昼ご飯を購入して帰路につきました。 

ほんの少しの時間でしたが、「認知症があっても人の

役に立ちたい」という思いがつながって、私達の大好

きな鎌倉の海がきれいになることは、とても有意義な

ことだと思いました。実際に短期記憶障害のある参加

者も、実施から２週間たった今でも「楽しかった！」

と笑顔で言われています。 (YS) 

は戦前戦後の大船や小袋谷の様子について説明をいた

だきました。また名古屋市が故郷という参加者からは

名古屋独特の豪華なお嫁入りの様子についてお話があ

ったり、鎌倉にいながら全国の様々な地域のお話も聞

けて和やかな時間を過ごしました。そして最後に歌の

ボランティアをしている方の巧みなリードで、秋の季

節の歌を皆さんで歌いました。 

小袋谷オレンジカフェでは地 

域住民と認知症の人と家族や介 

護福祉の関係者が共に楽しく過 

ごしていました。あっという間 

の 2時間でした｡(IN） 

９月２１日(月)、鎌倉市内で認知症フレンドシップ

クラブ主催のイベント「RUN伴」が行われました。RUN

伴（ランとも）は、認知症の人や家族、支援者、一般

の人が少しずつリレーをしながら、１つの襷をつなぎ、

ゴールを目指すイベントです。 

鎌倉市内を走るコースは、今泉を出発。今泉台から

明月院、建長寺、鶴岡八幡宮前を経て由比ガ浜、その

後海岸線を走り、手広、藤沢へ至る全長 18 キロ近い

コースとなりました。 

2 区の今泉台では、ケアサロンさくらの利用者さん

とご家族、近隣の方などがオレンジ色の Tシャツを着

て、襷の到着時刻に合わせて続々と集まってきました。 

『若年性認知症交流サロン 』 たまなわ交流センター 

9 月 13 日（日）13 時 30 分より 15 時 30 分まで、

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。

この日も最初に、みなさんで最近のエピソードを語り

合いました。介護の心配事や仕事のことなど、スタッ

フも一緒になって話しているときでした。 

「最近、漢字が読めなくなることがあってね…。困っ

ちゃうんですよ。」と笑顔ながらも、本人さんからの深

刻な報告。それまで和やかだったその場の空気が、静

寂に包まれた瞬間でした。「本当に困っているんですか

ら…」と話されるAさんでしたが、私たちは思いがけ

ずAさんの言葉に接して、安易に共感や同調すること

もできず、その一瞬、皆が無言でいたのでした。    

認知症という病気では少なからずできないことは増

えていってしまいますが、それをどう補っていくかに

よっては、生活の質が維持されることがあります。A 

 １０月４日(日)、由比ガ浜オレンジカフェに参加して

いる方々と、由比ガ浜海岸のビーチクリーンを行いま

した。このイベントは、かまくら認知症ネットワーク

の「かまくら散歩」（認知症の人と市民らの交流活動）

の一環として毎年開催されていましたが、今後この活

動をそれぞれの地域でも展開していくために、由比ガ

浜オレンジカフェでの実施となりました。 

当日は汗ばむほどの好天に恵まれ、ご本人５名、そ

の他ご家族やサポートスタッフ含め総勢１５名の皆さ

んが集まりました。１０時に由比ガ浜オレンジカフェ

に集合し、散歩しながら海岸まで到着しました。海岸

では、ご本人とスタッフがペアになって清掃を行いま

した。パッと見はきれいな海岸ですが、良くみると、 

 


