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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
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２０１３年１２月、東京駅近くの認知症支援の先進的取り組みをしている関係者の集ま
る会議室で、富士宮市のＩさんの携帯電話が鳴った。他人の電話を盗み聞きするつもりは
なかったが、結果的にそうなった。
「ソフトボール大会の件ね･･･、もちろんやりたいと思
っている･･･」とＩさんが言った。
「球場のほうは大丈夫だ、うん･･･、あとは･･･、そうだね
･･･」と確かそんなやりとりだった。ちょっとぶしつけだが、電話の後、私はＩさんに尋ね
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てみた。Ｉさんによると富士宮市で認知症の人のソフトボール大会を企画しているという
ことだった。参加してくれますかと聞かれたので、ぜひ参加させてくださいと答えた。

第１回Ｄシリーズの鎌倉チーム

その頃私が活動しているかまくら認知症ネットワークの会員には、７０歳代のまだまだ動ける認知症の男性がいて、
その人たちと取り組む新しい“何か”を探っていた。富士宮市ソフトボール大会は本格的なソフトボール球場で行なう
ということで、電光掲示板も使えるうえに、ウグイス嬢まで用意したいという話だった。これはすごい！と思った。
２０１４年３月１４日、富士山の麓で行なわれるＤシリーズ・富士宮市認知症ソフトボール大会へ参加するため、認
知症の人２人を含む７人の乗ったレンタカーを走らせ、富士インターから富士宮市内に入った。白糸の滝で記念撮影を
したり、ドライブや散策を楽しんだ。前夜祭の会場になっているデイサービスに着くと、広いデイルームは全国から集
まった認知症の人や支援者、ボランティアィアでごった返していた。前夜祭では富士宮市の須藤市長の挨拶があり、｢福
祉と観光のまちへようこそ｣という言葉が印象に残った。鎌倉も観光の町だが、福祉の先進地とは言いがたいところがあ
る。どうしたらこんな町ができるのか、とそのとき思った。
試合はいきなり東日本チーム対西日本チームの決勝戦となった。乱打戦の試合は１７対１６で東日本チームの勝利と
なり、鎌倉チームが優勝旗を預かることとなった。それは思いもよらぬことだった。その翌年の第２回Ｄシリーズには

第 22 回「かまくら散歩」 ～春の谷戸を楽しもう～

認知症の人４人と支援者、市民ら、前年の倍近い人が参加した。参加者が増えたのでマイクロバスをレンタルした。酒
蔵見学で日本酒の試飲をしたあとに浅間大社で必勝を祈願しのだが、見事に西日本チームに敗れてしまった。

４月１０日(日)、鎌倉中央公園に若年性認知症の人

２０１６年３月６日に行われた第３回Ｄシリーズには、神奈川県内で若年性認知症の人

など本人 7 名と家族、高校生 5 名と支援者や市民が

と家族を支援している人たちのネットワークができたこともあって、そのつながりから参

参加して、春の谷戸の自然と触れあいながら散歩を楽

加を呼びかけた。鎌倉湘南地域と横浜、町田、品川から若年性認知症の本人さんなど１１
名、家族、支援者、市民なども含めると総勢３７名の大所帯となった。試合は好守と好打

しみました。

鎌倉中央公園

が、花モモの木の下で写真撮影をする頃には皆さん不思
議に打ち解けた雰囲気になっていました。
そのあとは、ヨモギ団子を作る人たち、畑仕事を手伝う
若年性認知症の人や高校生、のんびり散策するグループ

ヨモギやつくし、セリやタンポポを見たり、摘んだ

に分かれて行動しました。ヨモギ団子作りは付き添われた

りしている人もいました。つくしは時期を過ぎていま

ご家族やスタッフが日頃の本領発揮、手早く作業が進んで

したが、それでも湿地のあぜなどに生えている姿を見

美味しいお団子がたくさんできました。畑仕事組は、稲をつ

つけることができました。茹でたり、ごま油で軽く香

くる苗床の雑草取りを体験、他の人たちは公園内の山を登

市内のオレンジカフェ情報！・・・オレンジカフェとは、認知症の人と家族、地域住民、医療やケアの専門職が気軽につどい、おしゃべりをしたり、相談もできる場のことです。

りをつけていためると美味しいということで、料理の

る緑の中のハイキングコースを歩きました。

５月８日(日) 「今泉台オレンジカフェ」 TEL0467-３９-５４８９

6 月 19 日(日) 「小袋谷オレンジカフェ」 TEL0467-53-7025

仕方の説明を受けている人もいました。

５月 ２９日 (日 ) 「由 比 ヶ浜 オレンジカフェ」 TEL０４６７-３９-６０８７

5 月 15 日(日) 「オレンジカフェだんだん」(西鎌倉) TEL0467-39-1525

の連続だったが、惜しくも敗れてしまった。しかしＤシリーズが神奈川県内の若年性認知
症の人などと家族、支援者、市民がつながるきっかけを作ってくれた。毎年、新しい出会
第３回Ｄシリーズの神奈川東京チーム
子供と体操（ケアサロンさくら） いがあり、新しい発見がある。来年、第４回Ｄシリーズは３月２６日に行われる。

５月・６月の予定
５月 19 日(木) 運営会議 NPO センター鎌倉 2 階
５月 2１日(土)「認知症になってはじめたこと」佐野光孝氏講演 鎌倉生涯学習センターホール
５月 25 日(水) かまくら認知症ネットワーク定時社員総会＋懇親会
５月 29 日(日) 若年性認知症交流サロン たまなわ交流センター

★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
★当会発足時、会報発行にあたり題字を書いて頂いたＦ君のお父様が昨年他界されました。今号より題字を新しく致しました。Ｆさんご家族にあらためましてお礼を申し上げたいと思います。（稲田）
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・ご家族と専門職が気軽につどい、交流し
たり、相談をしたり、学ぶこともできる、元気の出るサロンです
開催日：平成２８年５月２９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（但しおやつ代 100 円あり）
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。

作業組と散歩組が戻ると緑の草のしげる広場に座って交

その後、大きな花モモの木の前で記念撮影。今回は

流タイム。暖かな日差しの中、ヨモギ団子を頬張りながら歌

3 月に行なわれたＤシリーズ（認知症の人のソフトボ

を歌ったり、感想を言い合ったりと、ほのぼの交流を楽しみ

ール大会）での出会いがきっかけとなり、そのつなが

ました。 初参加のグループからは、「ぜひ次回もまた参加

りで参加した人など、初参加の人が多かったのです

したい」という言葉も聞かれました。(IN)

が、

仲間がつながる、心が広がる

～認知症になってもやれることはこんなにある！～
第 18 回かまくら市民活動フェスティバル特別企画

第 1 部 基調講演 稲田秀樹氏 かまくら認知症ネットワーク代表
第 2 部 講演 佐野光孝氏（写真中央）、佐野明美氏
「認知症になってはじめたこと」
第 3 部 オレンジコンサート（若年性認知症当事者らによる演奏等）
懐かしい昭和のフォークソングを素敵なハーモニーでお届けします♪

日 程 2016 年 5 月 21 日 （土） １４：００～１６：００
会 場 鎌倉生涯学習センターホール
申込み 一般社団法人かまくら認知症ネットワーク
TEL0467‐47‐6685 FAX0467-39-5490
協 力 公益財団法人 AC ジャパン
＊平成 28 年度若年性認知症支援事業（鎌倉市委託事業）＊
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『Ｄシリーズ・全日本認知症ソフトボール大会』
３月 6 日（日）第 3 回 D シリーズ・全日本認知症ソ
フトボール大会が、認知症の人 50 人と支援者、家族、

富士宮市

で」が優勝となりました。

地域の動き

『小袋谷オレンジカフェ』

４月１７日（日）１３：００～１５：００、鎌倉市

試合前日の前夜祭では若年性認知症の夫と奥様に

小袋谷の川田邸において、小袋谷オレンジカフェが開

市民ら 200 人、
計 250 人が静岡県富士宮市に集結して

よるミニミニギターライブを行いメンバー全員で歌

催され、１６名の参加がありました。小袋谷オレンジ

行われました。

を披露しました。皆が力を発揮し、応援し、支え合い、

カフェは、偶数月の第３日曜日に開催され、今回で４

会場の静岡県営ソフトボール場は、全日本女子のソ

自信をつけた大会となりました。若年性認知症の方の

回目となります。

フトボールチームの試合も行う本格的な球場です。私

ご家族からは「これからもこのチームを続けてほし

今回は、まず簡単な自己紹介が行われ、その後若年

たち鎌倉他、湘南、横浜、町田、品川のメンバーは、

い」というリクエストもいただきました。今後も練習

性認知症の丹野智文さんのメッセージビデオの上映と

今回は神奈川東京エンジェルスというチーム名の下、

を重ね、他の地域の皆さんとも交流ができたら良いと

佐藤雅彦さんの「現在の認知症当事者（本人）と将来

全員一丸となって試合に挑んでまいりました。

思っています。

認知症になるあなたへ」という講演のレジュメの紹介

チームメンバーは全体で 37 名、そのうち本人さん

また大会を通じて、
“ご家族がご本人の一番の理解

がありました。今まで認知症の方とほとんど接点が無

11 名、
更にその内初参加の本人さんが 9 名で若年性認

者であり、また応援者である”ことをあらためて実感

かった方には、認知症の方と接するうえで参考になっ

知症の人も 6 名いました。試合は白熱した打撃戦でし

しました。ご本人さんの力の発揮は、ご家族の自信と

たのではないでしょうか。

た。
エラーも少なくファインプレーもみられましたが、

勇気にもつながることがわかりました。何人ものチー

残念ながら我が「神奈川東京エンジェルス」は 4 対 2

ムメンバーが「頑張った」
「楽しかった」
「とてもよか

で「大阪やったるで」に敗れる結果となりました。そ

った」
「来年またチャレンジしたい」と満面の笑顔で

して総得点による審査の結果、今回は「大阪やったる

話してくれました。
（IN）

地域の動き

『若年性認知症交流サロン』

たまなわ交流センター

３月２７日(日)、１３：３０～１５：３０、たまなわ

壁には絵を飾り、テーブルには花を置いたカフェの

交流センターにて、２７年度最後の若年性認知症鎌倉

ような自由な雰囲気のなか、自由に語り合っていただ

のつどい～若年性認知症交流サロン～を行いました。

いた後は、お決まりのコーヒータイムに。ご本人の淹

サロンには若年性認知症の人 4 名、家族 4 名と支援者

れた薫り高い珈琲をいただきながら自由に時間を過ご

など、１６名が参加されました。

しました。資料コーナーでは、初参加の方にご本人が

鎌倉市小袋谷 川田邸
その後コーヒーなど頂きながら話の輪が広がって
た。コーヒー、日本茶、紅茶、中国茶が用意され、好
いきました。ご本人が加わっていたグループでは、一
な飲物を選ぶことができました。
緒に来た娘さんがご本人の若いときのアルバムを持
「何か困りごと」はとの問いかけには、日常的な介
参して見せて下さったので大いに盛り上がり、ご本人
護の大変さや、こんな場所が欲しかったという言葉、
も「楽しかった！」と大変喜んでいました。
介護認定を受けるまでの道のりが大変だったとか、介
また台在住のご家族より相談があり、別室で当会の
護保険の利用の仕方がわからない。又、成年後見人制
代表理事より助言を受けていました。近くの小規模多
度をはじめとする制度の事が知りたいなど、さまざま
機能ホームの管理者も初めて参加され、
な情報交換や相談などの会話も
今後そのホームの利用者の方の参加の
はずんでいました。最後に歌を
可能性も出てきました。小袋谷オレン
歌うと「歌声喫茶のようね」と
ジカフェが徐々に地域に根付いていく
の声も聞かれ、晴れやかな参加
可能性を感じることができました｡(JK)
者の顔が印象的でした。(YU)

『いろんなカフェのいろんなカタチ』

鎌倉市 たまなわ交流センター

３月１３日（日）たまなわ交流センターにおいて、

｢聞いてみよう！色んなカタチ｣と題して、実際に珈

鎌倉市市民健康課主催の認知症カフェ検討会「いろん

琲の香りを楽しみながら市内６カ所のカフェから報告

なカフェのいろんなカタチ」が開かれ、既に認知症カ

を聞きました。オレンジカフェ(認知症カフェ)としては

フェや地域のつどいを開いている方と、これからカフ

、オレンジカフェだんだん(西鎌倉)、小袋谷オレンジカ

ェなどを開くことを検討されている方等３０名以上の

フェ、由比ガ浜オレンジカフェ、今泉台オレンジカフ

参加がありました。

ェの報告がありました。また玉縄地区と鎌倉山地区か

一言でカフェといってもさまざまな形があります。
平成２７年度第６回
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らは地域の人を対象とする集いの報告がありました。

自宅で始めたカフェ、子供から大人、お年寄りまで交

会が終わった後に情報交換

流できるカフェ、認知症の人もくつろげるカフェなど

を行なう姿もみられました。

･･･。
「いろんなカフェのいろんなカタチ」はそれぞれの

認知症の当事者の方たちが気

カフェの話を聞いて情報交換することを目的に開催さ

軽に立ち寄れるカフェが増え

れました。

ると良いと思いました｡(JK)

『かまくら認知症ネットワーク研修委員会から』

鎌倉市福祉センター

今回も最初に針灸マッサージ師のスタッフの指導で

助言をしたり、参加者の方からスタッフに話しかける

３月１１日、１８：３０より鎌倉市福祉センター第 3

援研修会」
「認知症医学講座」
「認知症介護講座」を開

2 人一組になってタッチケアを体験しました。
、互いの

姿など、自由に交流される場面がいくつもみられまし

会議室にて、次年度の研修会活動の在り方、市民や介

催することが決まりました。その他の研修会について

手や肩に触れながら緊張をほぐした後、ご家族のお話

た。

護医療従事者のニーズ、研修の目的について意見交換

は、今後開催される研修会実施後のアンケート結果を
検討した上で内容を検討することにしました。

よりまず先に、ご本人から近況を伺いました。病気の

その後は 3 月 6 日に富士宮で行われた D シリーズの

を行いました。出席者は当会の理事、監事と運営スタ

経緯を語る方もいましたが、全体を通じて明るく前向

スライド上映を楽しみました。また D シリーズが縁で

ッフ 10 名で、出席者の立場も介護の専門職、市民、介

なお若年性認知症支援研修会は 5 月 21 日（土）
、鎌

きな話しが聞かれました。仕事先で、またデイサービ

5 月に講演が決まった佐野光孝さん（P1 下段参照）や

護家族などで、それぞれの立場や日ごろ感じているこ

倉生涯学習センターホールにて、富士宮市の認知症当

スで、いろいろと苦労されている様子、楽しげな様子

、他のメンバーとの「再会が楽しみ」という声も聞か

と等も踏まえ活発な意見が出されました。

事者佐野光孝さんご夫妻をお招きして、
「仲間とつな

もお聞きしました。

れました。
（IN ）

意見交換では、
「今までの研修会で頂いたアンケート

がる、心がひろがる～認知症になってもやれることは

結果を活かした内容で開催」
「多職種が参加できる研修

こんなにある～」というテー

が必要」
「他の事業所の取り組みや事例発表」
「在宅系・

マで行うことになりました。

施設系ともに共通のテーマで学べる研修が必要」等の

当日は認知症のご本人らによ

意見が出ました。

るコンサートも。盛りだくさ

意見交換の結果、平成２８年度は、
「若年性認知症支

んの企画となりました｡(SA）

