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支援の空白期間という言葉をご存知だろうか。若年性認知症などで診断を受けても、相談する機会や情報もなく、適
した介護サービスにも結びつかずに、やむを得ず家族が抱え込んだり、自宅に引きこもったりしてしまう人がとても多
い。このように支援の届かない状態のことを「支援の空白期間」といって社会的な問題とされている。
鎌倉市内で若年性認知症の妻を介護していた K 氏に誘われて、たしか 2006 年頃の日曜日、当時県内で唯一、認知症
の人と家族の会神奈川県支部が開催していた「若年性認知症のつどい」の見学に伺った。この「つどい」は、支援の空
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白期間を埋める取り組みの一つである。会場では若年性認知症の本人家族と支援者ら３０名ほどが参加していた。本人
田貫湖で演奏する高井さん夫妻

たちと家族たちに分かれて過ごし、家族は相談会へ、本人は散策や交流会へ参加していた。私は家族の部の後ろの方に
夫Ｔさ妻

席をとった。自己紹介があって、遠くは藤沢市や茅ヶ崎市から足を運んだ方もいた。当時神奈川県内には若年性認知症
の本人家族が交流したり、情報を得られるこのような「つどい」は、この「ほっとぽっと」一つしかなかった。その後
も鎌倉の若年性認知症の家族の S 氏らとともに「ほっとぽっと」に足を運んだ。診断を受けたものの、サービスにつな
がっていない空白期間に身を置く人がとても多かった。毎回、本人家族の厳しい現状を耳にした。失業、経済的困窮、
子育ての悩み、サービスを断られたり精神科病院入院での拘束など、悲痛な声をたくさん聞いた。
会社に在籍中に認知症の診断を受けた人が申請できる健康保険の制度がある。傷病手当金といって怪我や病気が原因
であれば、給与の約６割が１年６ヶ月にわたって支給される。この制度を知らずに自己都合などで退職してしまった場
合は支給の対象外となってしまう。また病気や怪我が原因で働けなくなった人が受給できる年金として障害年金がある
が、初診日から１年６ヵ月を経過して初めて症状が固定したとみなされるルールがあり、それまでは申請ができない。
傷病手当金も障害年金も申請せずに貯金を切り崩して生活しているという話は珍しくない。若年性認知症の人の場合、
職場の理解が不可欠だ。企業の人事担当者は傷病手当金や障害年金について知識を持っていてほしい。
若年性認知症の人は、支援の空白期間を孤独に過ごすことが多く、認知症の進行とともに不安感や孤独感が増長しや

「第１２回 かまくら磨き ～みんなで清掃ボランティア～」

鎌倉駅地下通路

すい。BPSD といわれる症状が起きる人の多くは、支援の空白期間に適切なサポートを受けていないことが多い。鎌倉で

平成２８年８月７日（日）当会と鎌倉を美しくする

りました。みな一生懸命タイルを拭いていました。本人さん

も情報提供と交流、相談を目的に、２ヶ月に 1 回「若年性認知症鎌倉のつどい」を開催す

会との共催で、鎌倉駅地下通路のタイル壁の清掃を行

達も集中して作業をしていました。幸い気温はそれ程高く

るようになった。支援の空白期間を少しでも埋める取り組みだが、参加者が伸び悩んでおり、

いました。若年性認知症の本人３名の他、幼稚園の年

なく、また、適度な風もあり無事清掃を終えることができまし

中さん、小中学生、高校生そして８０代までの幅広い

た。清掃中「ありがとう。」、「ご苦労様。」と声を掛けて下さ

年齢構成で総勢２２名の参加がありました。

る方もいて、皆さんの励みになったのではないでしょうか。

当事者に情報が届いていないのが課題だ。初めて私が「ほっとぽっと」を訪ねてからそろそ
ろ１０年になる。企業によっては産業医による早期の診断後、職場内での配置転換を経てぎ
りぎりまで勤務した後で、傷病手当金の申請を勧めたり、障害年金の説明をしているところ
もある。経済的困窮に陥らないためにも、また安心した暮らしを継続するためにも、多様な
鎌倉生涯学習センターホールでのオレンジコンサート
人たちが協力して空白期間を埋める取り組みを進める必要がある。
若年性認知症交流サロン(鎌倉つどい)

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。

鎌倉駅西口時計台の公園に集合したときは、これか

記念写真を撮影して解散となりましたが、その後、希望

ら観光に出掛けるグループで溢れていましたが、清掃

者１０名ほどが市役所向かいのスターバックスに集合し、交

作業中の地下通路は観光客もそれ程多くなく、通行の

流しました。観光シーズン中は行列して入店を待っている

妨げになることもなく作業ができました。

人が大勢いるのですが、あまり待つこともなく入店できまし

9 月４日(日) 「今泉台オレンジカフェ」 TEL0467-３９-５４８９

１０月１６日(日) 「小袋谷オレンジカフェ」 TEL0467-53-7025

参加者の確認後、元清掃のプロだった？稲田代表か

た。地下通路では清掃作業に夢中で、雑談することもあま

９月 11 日(日) 「由比ヶ浜オレンジカフェ」 TEL０４６７-３９-６０８７

９月１８日(日) 「オレンジカフェだんだん」(西鎌倉) TEL0467-39-1525

ら清掃の仕方の説明があり、その後熱中症防止のため

りなかったので、コーヒーなど飲みながら歓談できて有意義

ペットボトルの飲み物で水分補給し、作業に取りかか

だったのではないでしょうか。（KT）

９月・１０月の予定
９月 1６日(金) 認知症介護講座「認知症を病む方への基本的なかかわり方」 鎌倉市福祉センター
９月 1８日(日) 第 24 回かまくら散歩フラワーセンター大船植物園
※今回は若年性認知症交流サロンと同時開催となります
９月 28 日(水) 運営会議
ＮＰＯセンター鎌倉

★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９月１８日（日）
時 間：13:30～15:30
会 場：フラワーセンター大船植物園
鎌倉市岡本 1018
参加費：無料（但しおやつ代３00 円あり）
対 象：鎌倉市在住在勤の若年性認知症の人と家族､関係者等
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。

「CLEAN＆MUSIC が響きこだまする「かまくら磨き」に参加して」 若年性認知症デイサービストポス和果(横浜市) 山崎健一
かまくら磨き開催場所の鎌倉駅地下通路では、夏休みを鎌倉で満喫・堪能しよう
と多くの観光客が笑みをこぼしていました｡そんな中､蛍光色の「KEEＰ！鎌倉 CLEAN」
のゼッケンを着用した人達が、タイルをピカピカに、側溝の泥を綺麗に取り除く作業を
行ないました。たしか気温は 33℃を越える真夏日。暑さに負けず、むしろ楽しむかの
ように。額に汗をかき、顔を赤くしながら「かまくら磨き」に精を出されています。タイル
地下通路での一こま
磨きの途中、参加者のＫさんが湘南を代表するアーティスト「加山雄三」の『君といつ
までも』を歌いはじめました。それも先読みつきで。それに合わせて他の参加者も口ずさむ。するとこの場は
CLEAN＆MUSIC が響きこだまする地下通路となり、歌うことでタイル磨きもより捗りました。夏の思い出作りに鎌倉
へやってきた観光客も、自然と「君といつまでも」を口ずさみ、「かまくら磨き」を通して、認知症の人、ボランティ
ア、観光客が、人としてこの環境を楽しんでいるようでした。この自然発生する人とヒトとのコミュニケーションを生
み出す「かまくら磨き」は、誰もが地域生活を豊かにする、繋がりを持つ、きっかけになる活動だと体感する機会に
なりました。皆さん、CLEAN＆MUSIC が響きこだまする「かまくら磨き」に参加してみませんか？オススメですよ。
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『地域連携ミーティング Ｐａｒｔ４』

鎌倉市福祉センター
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地域の動き

「御成中学校ボランティア部・認知症サポーター養成講座」 鎌倉市立御成中学校

平成２８年７月１０日（日）１４：００～１６:００

続いて、鎌倉市在住の若年性認知症の本人、川名賢

７月６日(水)、御成中学校ボランティア部の生徒さ

鎌倉市福祉センターにて「地域連携ミーティング Part

治氏と妻の裕美さんから、認知症と診断されてからも

ん向けに、認知症サポーター養成講座が開催されまし

く変わっていくご自分の姿を満足そうにご覧になっ
た後に発表がありました。
ていました。介護スタッフなどの男性にエスコート
「あやしまれないように、
まずは自己紹介します」
「安

４」が行われ、32 名の参加がありました。今回は「あ

仕事を継続し、そして退職してからは就労支援と介護

た。講師は鎌倉市市民健康課の片瀬氏、地域包括支援

（男性のご利用者様には女性スタッフ）されて皆様の
心してもらえるように笑顔で話しかけます」
など

なたの声を聞かせてください」というテーマで、二組

保険のサービスの利用に至った経緯についてお話い

センター鎌倉静養館の中山氏、由比ガ浜マナオハナデ

の若年性認知症の本人家族による報告と、横浜市で若

ただきました。辛い決断をした過去を思い出されて涙

イサービスの柴田が務めました。
。

前でお披露目をしたあと、写真館のようにしつらえた
純粋で優しい意見が沢山でてきました。ボランティア
一角でご家族と記念撮影をしました。
部では日ごろから地域の高齢者に手紙を書いたり、学

年性認知症デイサービスの管理者の方からお話を伺い

ぐまれる場面も見られましたが、現在の状況には納得

まず全体で認知症とは何かに関する講義の後、地域

ました。

がいっていて、いろいろ工夫をしながら楽しく過ごし

包括支援センターやデイサービスの役割について説

ていると話してくれました。

明、その後グループに分かれてディスカッションをし

全体の進行は当会稲田代表が務めました。最初にお

会場は和の趣で「折り鶴」をテーマにしたという開
童保育の手伝いに行ったりしているそうです。講座の
催者の渾身の飾り付けが見事でした。
介護職員による
アンケートでは、
「町でそういう人を見かけたら対応し
三線と尺八の演奏やボランティアのフラダンスも会
たいです」との感想もありました。
場を盛り上げてくれ、ご家族と歓談
若い中学生が認知症についての

話をされたのは若年性認知症の本人の近藤英男氏（逗

最後に、横浜市で若年性認知症デイサービス「トポ

ました。テーマは「真夏に冬服を来て出かけようとし

子市在住）でした。近藤氏は「認知症になってもやり

ス和果」を運営する山崎健一氏が、支援事例の話も交

ている近所のおばあさんに、どう対応しますか？」
「駅

たい事はいつでもできる、今を楽しみましょう！」と

えながら「認知症の人が普通に暮らすということ」と

で切符の買い方が分からないおじいさんに、どう対応

しながらサンドイッチを頬張る皆様
理解を深め、そしてそれぞれが社
のお顔には、いつもとは一味違う晴
会に出ていくことで、また一つ地

いうテーマで、認知症と診断されてから現在までの気

いうテーマで話しをされました。山崎氏の話は、本人

しますか？」の２つ。それぞれのグループで話し合っ

れやかな笑顔が輝いていました。
域の安心が拡がりますね。(YS)

持ちを率直に語ってくれました。なかでも、子供の頃

の力を引き出すていねいなケアを実践されているこ

からき合っている幼馴染とは、認知症になった今でも

とがわかるお話でした。

友人として付き合いがあり、今夏も逗子の海へ遊びに
行く予定があるとのことでした。

「トポス和果」は、当会の「かまくら散歩」などの
行事にも参加されていて、デイサービスが休みの日で

とても前向きな近藤氏の話に参加者からは「とても

も介護保険外で外出するなど、当事者の方と楽しみを

認知症の人には見えないけれど…」という言葉も聴か

共有する取り組みも行なっています。ミーティングに

れました。外見だけでは本人家族の苦労が見えないの

参加された介護関係者や市民の方に、介護保険だけに

がこの病気の特徴でもあり、ご本人やご家族から短期

頼らない幅広い支援の大切さを知ってもらえたなら、

記憶に障害があることが語られる場面もありました。

有意義だったのではないかと思いました。
（IN）

平成２８年度第回

『若年性認知症交流サロン』

たまなわ交流センター

地域の動き

『認知症サポーター養成講座』

鎌倉市今泉台 ワーキングデイわかば

平成２８年８月１９日（金）１４：３０から鎌倉市

した。日ごろから支えあい活動を行なっている住民の

今泉台のワーキングデイわかば開設予定店舗で認知

方もいて、身近で起きている実際の話や、サポート事

症サポーター養成講座が、今泉台すけっと会とケアサ

例の話が聞けたりもしました。

ロンさくらの共催で行なわれました。講師は当会代表

講座の終わりに、オレンジの T シャツを着てタスキ

でケアサロンさくら管理者の稲田秀樹氏が務め、地域

をつなぐ RUN 伴というｲﾍﾞﾝﾄの紹介があり、RUN 伴が

住民など１２名の参加がありました。

今泉台を通る 9 月 19 日（月）は今泉台 4 丁目の吉ヶ

講座では、認知症の理解、認知症の中核症状と周辺

沢公園にオレンジ色の T シャツを着たり、オレンジ色

症状、認知症の人の思い、地域住民の立場での受け止

のもの身に付けたりして集合し

め方とサポートの仕方など、具体的実践的な内容でし

ようと呼びかけがありました。

た。講座の後は、軽度認知障害（MCI）の近隣住民を

認知症の人が安心して暮らせる

想定したグループワークを行いました。グループワー

地域をみんなで作るきっかけに

クでは、どのような支えあいができるのか話し合いま

なればと思いました。
（HT）

地域の動き

『これからのケアを考える会』

鎌倉市福祉センター

7 月 17 日(日)、１３:３０～１５:３０、たまなわ交流

慣れた手つきでコーヒーを淹れてくださるＫさん、

平成２８年８月５日（金）１８：３０から鎌倉市福

センターにて若年性認知症鎌倉のつどい～若年性認知

コーヒーが入るまでの間、テーブルではいろんな話に

祉センター第１第２会議室にて｢これからのケアを考

症交流サロン～が行われました。参加者は、若年性認

花が咲いていました。薫り高いコーヒーをいただいて

える会」(有志の会)が行なわれ 30 名の参加がありまし

講座後のアンケートからは、介護のしかた一つで「

知症の本人と家族が 6 名、支援者などが 6 名で計１２

いると、認知症の本人のＫさんから「しりとりをしま

た。生活維持向上クラブ「扉」(通所介護)の山出貴宏氏

ＡＤＬ、ＱＯＬはかくも変化するかとびっくりです。

名でした。

しょう」と提案が…。悩んで考えて、５０回つながっ

と認知症対応型デイサービス｢ケアサロンさくら｣の稲

介護のレベル向上が必要です」
「生活そのものがリハビ

まずはご本人から近況報告をしていただきました。皆

たところで終了！ ところでいちばん最初の言葉は何

田秀樹氏が講師を務め、横浜市総合保健医療センター

リテーションということを学び、利用者さんに対して

様積極的に外出され、お友達との交流を楽しんだり、

だった？と代表、皆さんこの言葉、あの言葉と思い出

理学療法士の石川美和氏がコーディネーターでした。

日々の生活動作をあらためて考えていきたいと思いま

日々の生活を楽しんだりと、聞いている私たちも笑顔

そうとしますが、結局、誰も思い出せませんでした。

「これからのケアを考える会」は、超高齢社会の進展

す」という感想が寄せられました。

になるような報告でした。続いてご家族からも日々の

「あらまぁ」と爆笑となりました。

にともない、これから必要になるケアとは何か？制度

これからのケアを考える

改正への対応ではなく､ケアの本質を見直すことから

会は今回初めての試みです
が、主催者によると今後も

生活の様子についてお話ししていただきました。若か

終了前に９月１８日(日)に「かまくら

報告があった後に、参加者と意見交換を行なう趣旨で
開催されました。

りし頃？のお話など、最初から和やかな雰囲気で始ま

散歩」と合同で行なう「若年性認知症交

始めようという呼びかけで開催されました。テーマは

り、皆さんとてもいい表情で、有意義な時間となりま

流サロン」の説明を聞き、次回またお会

主にリハビリテーションで、
「扉」
「ケアサロンさくら」 要望があれば開催を考えた

した。

いしましょう！と解散としました。
（SA）

というデイサービスで提供している機能訓練の活動の

。

いとの話でした。(SA)

