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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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２０１４年３に鎌倉中央公園で行なわれた第１４回のかまくら散歩に、横浜市在住の若年
性認知症の高井さんご夫妻が参加された。高井さんの妻からは事前に電話で、夫の裕さんが
ギターを弾けるので持って行ってもいいですかという問い合わせをいただいていた。もちろ
ん大歓迎ですと答えた。裕さんは認知症になってからも年に２～３度ライブハウスで演奏し
ているのだときいて、その時ちょっと驚いた。しかしかまくら散歩の当日、裕さんはギター
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を持参しなかった。
「このところ調子が悪くて」と妻の君子さんが話していた。そしてそれからは、高井さん夫妻と会う
田貫湖で演奏するＴさん夫妻

こともなく時間が過ぎた。

夫Ｔさ妻

私が高井さん夫妻と再開したのは富士宮市で行なわれたＤシリーズ(認知症の人のソフトボール大会)の前日だった。市
内観光で訪れた田貫湖の湖畔で、高井さん夫妻は昭和のフォークソングやビートルズの曲を演奏してくれた。素敵なハ
ーモニーだった。このとき裕さんは楽譜を見ないでギターを弾いていた。妻によると裕さんは楽譜を記憶しているので
はなく、楽譜を見ないでも、ギターを弾くその手が覚えているということだった。
Ｄシリーズの前夜祭では高井さんの演奏にあわせて皆で「白いブランコ」歌うことになっていた。私はそのため歌詞
の先読の練習をしていたのだが、あまりの下手さ加減にあきれたように、
「私がやりますよ」と名乗り出てくれた人がい
た。
「昔ユースホステルでバイトしていたんで，できますよ」とその人は言った。若年性認知症の本人の近藤英男さんだ
った。これは思わぬ助け舟だった。
富士宮市の佐野光孝さんは認知症になってからギターを覚えた。佐野光孝さんたちが「歩ち歩ち倶楽部」というグル
ープで演奏活動をしているのは、奈良で行なわれたオレンジコンサートの話を聞いて知っていた。ちょうど佐野光孝さ
んご夫妻の鎌倉講演の話が持ち上がっていた。ご夫妻で演奏する高井さん、富士宮の歩ち歩ち倶楽部、先読みができる
近藤さんがいれば鎌倉でも認知症の人たちを中心にオレンジコンサートができると考えた。

「若年性認知症講演会とオレンジコンサート」

鎌倉生涯学習センター

その話を鎌倉市市民活動センターの人たちに話すと大賛成だと返事が返ってきた。講演会とオレンジコンサートを合

2016 年 5 月 21 日（土）
、鎌倉生涯学習センターホ

「それがどうした」と言ってくれた仲間に支えられて山登りや

体させるこの企画を市民活動フェスティバルの目玉にしたいと言ってくれた。
後はとん

ールで、かまくら市民活動フェスティバル特別企画と

ギターをはじめ、明るく前向きに生きている姿を、奥様の明

とん拍子に話が進んだ。コンサートには 2 名の鎌倉の市民も参加してくれることとな

して「仲間とつながる、心がひろがる～認知症になっ

美さんとサポーターの外岡準司さんとともに伝えてください

てもやれることはこんなにある～」と題した講演会が

ました。

った。講演会とオレンジコンサートの観客数は 172 名だったが、そのうち若年性認知
症などの本人さんの参加は把握しているだけで 15 名を数えた。フェスティバルの当日

開催されました。第１部は当会代表の稲田秀樹氏によ

第３部オレンジコンサートは、「ヒロシ＆キーボー」、佐野

る基調講演で、認知症の理解と適切な接し方について

光孝氏と「ぼちぼちクラブ」、サポーターのギター・ベース、

のお話や、かまくら散歩、D シリーズ、ラン伴などの

クラリネット・打楽器も加わっての、昭和のフォークソングの

紹介、そうした活動のなかで生まれたご本人や家族と

演奏でした。近藤英男さんの歌詞の先読みで会場の歌声

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。

のつながり、仲間や社会へのひろがりをスライドで紹

も盛り上がりました。途中、ピック病のご本人中村成信さん

7 月３日(日) 「今泉台オレンジカフェ」 TEL0467-３９-５４８９

８月２１日(日) 「小袋谷オレンジカフェ」 TEL0467-53-7025

介されました。

が登壇し、「たくさんの支えがあれば、認知症になってもや

7 月３１日(日) 「由比ヶ浜オレンジカフェ」 TEL０４６７-３９-６０８７

７月１７日(日) 「オレンジカフェだんだん」(西鎌倉) TEL0467-39-1525

は D シリーズでつながった横浜や町田の仲間が鎌倉で再開した。残念だったのはギタ
鎌倉生涯学習センターホールでのオレンジコンサート
子供と体操（ケアサロンさくら）

７月 1０日(日)
７月 17 日(日)
７月 27 日(水)
８月 5 日(木)

ーの高井裕さんが体調不良で欠席になったことだ。しかしこれがきっかけとなり、足を
のばせば会える距離での仲間のつながりができたのは、ずいぶん心強いと私は思った。

７月・８月の予定
地域連携ミーティング Part4 鎌倉市福祉センター
若年性認知症交流サロン たまなわ交流センター
運営会議
ＮＰＯセンター鎌倉
これからのケアを考える会 鎌倉市福祉センター（協力）

★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７月１７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。

第２部講演「認知症になってはじめたこと」では、
富士宮市の佐野光孝氏が認知症と診断されてからも、

「オレンジコンサートに参加して」

れる事はたくさんある」ことを熱く訴えられ、支え手として一
歩踏み出したいという気持ちが高まりました。（KT）

NPO センタースタッフ

藤原久江

小さい時から音楽に携わっておりますが、ここ数年、いろんなボランティア活動に参加
するようになり、また違った意味での音楽の素晴らしさを感じております。
先日のオレンジコンサートでは、コンサート開始１時間前ぐらいに出逢った方たちと同じ
ステージで演奏させていただくという機会がありました。コンサートのメンバーは、認知症
の方、そのご家族、支援者の方々でしたが、私も市民の立場で参加させてもらいました。
本番前の練習風景
本番ではどうなるか、200 名近くが会場を埋めているなか、本当にドキドキものでしたが、
いざ曲がスタートして、それぞれが出来るパートを演奏すると、心と心がつながり、１つの曲として披露することが出
来ました。歌う方、楽器演奏、パーカッション、手拍子だけ・・・担当はそれぞれ違っていましたが同じテンポで自
分の出来るパートを奏でると１つになるってとても素晴らしいなぁ～としみじみ感じました。
「音楽」は本当に心がつながり、人と人がひろがってゆきますね。今回のコンサートに参加させていただき、また
仲間が増えました。本当にありがとうございました。どんどんつながって、ひろがっていきたいです。また機会があ
れば是非オレンジコンサートに参加させていただきたいです。
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『第 23 回かまくら散歩～八幡さまへお参りに行こう～』

鎌倉鶴岡八幡宮
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地域の動き

『メイクアップショー』

鎌倉市福祉センター

平成２８年５月２１日（土）１０：３０～１２：０

印としてスタッフ全員が run 伴のオレンジ色の T シャ

平成 28 年 5 月 15 日（日）
、鎌倉市福祉センター1・

０第２３回かまくら散歩が行われました。今回のコー

ツを着用しました。この T シャツ着用は大正解だった

2 階会議室において、鎌倉市等の介護事業者有志の会

スはいつものフラワーセンターや中央公園ではなく、

ようで、人混みの中で迷子になる方は１名も無く、ス

がメイクアップショーを開催しました。高齢者の方々

鎌倉市生涯学習センターホールを出発し、鶴岡八幡宮

タッフ一同安堵しました。新装された段葛を初めて通

が綺麗にお化粧をしてご家族と楽しいひとときを過ご

を参拝する、というコースで行われました。

りましたが、以前の段葛を知っている者にとっては、

していただくという趣向で、女性の参加が多いことも

少し趣に欠ける感じがしますが、凹凸が無くなって歩

あって、母の日にちなんでこの時期に開かれていて、

きやすくなりました。

今年で 5 回目を迎えました。スタッフも含めて総勢

当日は第１８回かまくら市民活動フェスティバル特
別企画として「仲間とつながる、心がひろがる」と題

108 名が参加する、賑やかな会になりました。

する企画があり、富士宮市から佐野光孝さん、石川恵

八幡宮には高い階段もあるため、本殿まで参拝する

子さん、ご家族、サポーターの方が鎌倉に来る予定に

健脚組と階段を上らない組とを分けることを考えて

4 名のプロのメイクのスタッフの方々が、会場の一

なっていて、せっかくの機会なので交流のためにと、

いましたが、源平池を散策されていた一組を残して、

角のメークコーナーで 20 名余りのご利用者様ごとに

かまくら散歩が企画されました。

皆さん本殿まで参拝することができました。特に佐野

服装や髪型に合ったお化粧を次々に仕上げて下さいま

富士宮市の方は８名、また、横浜市の若年性認知症

光孝さんは真っ先になって階段を上り、健脚ぶりに皆

す。初めは緊張した面持ちの皆様も、鏡の中で美しく

デイ「トポス和果」から８名の参加があり、総勢３０

びっくりでした。石川恵子さんも脇を支えられながら

名の参加者でした。なお、当会からの参加者も含めご

ではありましたが、階段を上りきりました。八幡宮天

本人は６名でした。

候にも恵まれ、大勢のご本人さんが散歩を満喫された

観光シーズン中の人混みを歩くことになるため、目

ようでした。
（IN）

地域の動き

く変わっていくご自分の姿を満足そうにご覧になっ
た。コーヒー、日本茶、紅茶、中国茶が用意され、好
ていました。介護スタッフなどの男性にエスコート
な飲物を選ぶことができました。
（男性のご利用者様には女性スタッフ）
されて皆様の
「何か困りごと」はとの問いかけには、日常的な介
前でお披露目をしたあと、写真館のようにしつらえた
護の大変さや、こんな場所が欲しかったという言葉、
一角でご家族と記念撮影をしました。
介護認定を受けるまでの道のりが大変だったとか、介
会場は和の趣で「折り鶴」をテーマにしたという開
護保険の利用の仕方がわからない。又、成年後見人制
催者の渾身の飾り付けが見事でした。介護職員による
度をはじめとする制度の事が知りたいなど、さまざま
三線と尺八の演奏やボランティアのフラダンスも会
な情報交換や相談などの会話も
場を盛り上げてくれ、ご家族と歓談
はずんでいました。最後に歌を
しながらサンドイッチを頬張る皆様
歌うと「歌声喫茶のようね」と
のお顔には、いつもとは一味違う晴
の声も聞かれ、晴れやかな参加
れやかな笑顔が輝いていました。
者の顔が印象的でした。(YU)

『かまくら認知症ネットワーク総会･懇親会報告』

平成２８年５月２５日（水）１８：３０から鎌倉市
福祉センター第１第２会議室において、かまくら認知
症ネットワークの平成２８年度定時社員総会が開催さ

相談部会

平成 28 年度事業計画案(抜粋)
「若年性認知症交流サロン」（鎌倉市委託事業）

支援部会

「かまくら散歩」

内容：若年性認知症の本人・家族、支援者のつどい
内容：認知症の人､家族､支援者らが散策を楽しむ活動

れ、引き続き同会場で懇親会が行われました。
総会に出席した社員１８名と議決権行使書 55 通に
より、正会員 119 名の過半数を超えておりましたので、

「かまくら磨き」
内容：外壁清掃など町美化活動による社会参加活動

研修部会

『若年性認知症交流サロン』

たまなわ交流センター

内容：認知症ケアの基本や対応のポイントを学ぶ講座

稲田代表理事が議長となり、議事進行しました。
平成２７年度事業報告の件では、各理事から各部会の
事業報告がありました。第１号議案 （１）平成２７

５月２９日(日)、１３：３０～１５：３０、たまなわ

テーブルには初夏のひまわりの花を置いて、カフェ

年度決算報告承認の件（２）監査報告 では、稲田代

交流センターにて、２８年度最初の若年性認知症鎌倉

のような自由な雰囲気のなか、自由に語り合っていた

表理事から決算報告があり、齋藤監事から監査報告が

のつどい～若年性認知症交流サロン～が行われました

だきました。コーヒータイムでは淹れたての薫り高い

ありました。第２号議案 平成２８年度事業計画案及

。サロンには若年性認知症の人と家族 4 名、支援者な

珈琲をいただきながら自由に時間を過ごしました。資

び予算案承認の件では、稲田代表理事から平成２８年

ど、１６名が参加されました。
最初に針灸マッサージ師のスタッフの指導で 2 人一

料コーナーで書籍を手に取ったりしている方がいたり

度の事業計画案と予算案の説明がありました。採決の

、自由に交流される場面がみられました。

結果、第１号議案第２号議案共に異議無く可決承認さ

「認知症介護講座」
「認知症医学講座」
内容：医学的理解を深め最新の医療情報を提供
「事例発表と意見交換会」

総会は無事に成立しました。
平成２７年度第６回

鎌倉市福祉センター

内容：認知症の人への支援の在り方を皆で考える。

「若年性認知症支援研修会（鎌倉市委託事業）」
内容：若年認知症の支援の在り方について学ぶ
広報部会 「会報の発行」(隔月)、「HP」(適宜更新)
「サポーターズメーリングリスト」
まちづくり部会 「認知症サポーター養成講座」
「オレンジカフェの支援」
「地域連携ミーティング」
内容：認知症に優しい地域づくりについて意見交換を行う

事務局

「会議室の準備、議事録や名簿作成、会計等」

発声後、懇談へと移り交流を深めました。

組になってタッチケアを体験しました。参加者同士で

その後は５月２１日に鶴岡八幡宮で行なわれた「か

ペアになり、互いの手や肩に触れながら緊張をほぐし

まくら散歩」や鎌倉生涯学習センターで行なわれた「

た後、ご本人から近況を伺いました。若年性認知症の

若年性認知症講演会」のスライド上映を楽しみました。

懇親会には、日頃当会がお世話になっている鎌倉市健

大好評でしたが、参加者が少なめだったのは少し残念

本人のＨＫの前向きな発言からは参加者みなが勇気を

佐野光孝さんたちが登壇した講演会にはたくさんの本

康福祉部市民健康課、神奈川県鎌倉保健福祉事務所保

でした。平日の夜という時間帯なので参加が難しい方

もらいました。全体を通じ、明るい話しが聞かれまし

人さんが参加されていて、今後も若年性認知症の方た

健予防課、市議会議員の方々にもご参加頂きました。

も多いとは思いますが、年に１度の重要なイベントで

た。またデイサービスで楽しく過ごされている様子も

ちと支援者、市民がつながって、みんなの心の支えに

冒頭に鎌倉市健康福祉部市民健康課石黒課長様からご

もあり、できるだけ多くの方に出席を頂きたいものだ

伺うことができました。

となっていくと良いと思いました。
（IN）

挨拶をいただき、若年性認知症ご本人の方の乾杯のご

と思いました。(JK)

れました。
この後会場を模様替えし、懇親会が行われました。

懇親会の食事は御成町にあるレストランふれんずの
ケータリングでした。参加者からはとても美味しいと

