
どうじの 

直美さんもその一人だ。初めに紹介した樋口 

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。 

１月・２月の予定 

1月２５日(水) 運営会議 ＮＰＯセンター鎌倉 

1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 

1月２９日(日) 新年会 オレンジコンサート 大船パラッツオビオラ 

2月２２日(水) 運営会議 ＮＰＯセンター鎌倉 

１月１５日(日) 「今泉台オレンジカフェ」 TEL0467-３９-５４８９ 

１月 22日(日) 「由比ヶ浜オレンジカフェ」 TEL０４６７-３９-６０８７ 

２月１９日(日) 「小袋谷オレンジカフェ」 TEL0467-53-7025 

１月１５日(日) 「オレンジカフェだんだん」(西鎌倉) TEL0467-39-1525 

場からは驚きと賞賛の声があがっていました。 

第２部では、「ワーキングデイでの社会貢献活動で意欲的

な生活を支える取組み」と題して、「社会貢献活動ならぜ

ひやってみたい」といって公園の清掃や高齢者宅の草刈に

参加した方の活動の状況を稲田秀樹さんが報告し、同時

にご本人より「社会の役に立っていることが嬉しいし、活動

の記録をその都度まとめることで漫然とした生活は避けた

いと思うようになった」との感想がありました。ワーキングデ

イでの皆さんの活動が認められ、「地域の公園の花壇の管

理を任せます」という町内会長さんの発言を頂くハプニング

がありました。 

報告終了後直ちに交流会に移り、認知症の方や参加者

の感想発表や意見交換が活発に行われました。（KWT）  
★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  
 

 
 

鎌倉市の高齢化率が 30.5％、今泉台では遥かに超える４５．２％です。住民の多くが今泉台に住 

み続けたいと望み、その課題にここ数年取り組んでまいりました。この町に足りないものは何かとか、 

何があれば住み続けられるのかとか、課題を確認し皆で話し合って参りました。介護事業者や医療 

関係者に問いかけたり、大学や企業の意見を聞いたりと模索し続けています。 

今回このミーティングに参加して、「住み続けたい」をどう叶えていくかは、認知症を正しく知り共に暮らす、分か

ち合う事も重要なテーマのひとつであると知りました。また、認知症の方々のお話しを聞いて、認知症になっても

尊厳は失墜することはないのだ、むしろ周囲の認識不足が尊厳を失わせてしまうのではないかと感じました。 

物理的に住みやすい町もさることながら、「分かちあう力を持った町づくり」を目指していかなくては、とあらため

て感じた時でした。当事者支援の皆様へエールをおくるとともに、認知症の方の声を大勢の方に届ける代弁者に

なって欲しいとも思いました。  

     寄稿「分かち合う力を持った町づくりを！」 今泉台町内会会長 田島幸子  

「地域連携ミーティングＰＡＲＴ５ 当事者の望む支援について考えよう」鎌倉市福祉センター物園 

かまくら認知症ネットワークでは、認知症サポーターが認知症関連情報や地域 

の情報を共有する目的で「サポーターズメーリングリスト」という仕組みを設け 

ている。認知症サポーター養成講座を受けたことがある人なら誰でも参加できる。 

メーリングリストというのは、パソコンやスマートフォンなどのアドレスを登 

録しておいて、双方向で情報を発信したり共有したりできるシステムである。メ 

ーリングリストに発信すると、登録している全員にメールが送信される。文末に「認知症になっても安心な町をつくろ

う」というメッセージが添付される。鎌倉市内にエリアを限定して現在５０名余りが登録している。 

サポーターズメーリングリストでは、これまで１ヶ月に１～３件ほどの情報の発信があるくらいだった。ところが先

日、行方不明になった会員さんが朝になっても見つからない事態が起こり、ご家族の承諾をいただいたうえで捜索情報

を発信したところ、たくさんの方から捜索協力の連絡を頂いた。情報発信の内容が緊急性のあるものだったこともあり、

自分の出来る範囲で行動を起こした市民の人、発信直後から実際に車を走らせて海岸沿いを捜索した人、事業所のスタ

ッフに情報を転送して捜索に加わわった人など、たくさんの捜索協力の情報が寄せられた。その後、行方不明になった

方は市民の方に発見され無事警察に保護された。情報はフェイスブックなどのＳＮＳを通じても発信され、多くの方に

捜索への協力をいただいたが、エリアを限定した「サポーターズメーリングリスト」のようなネットワークシステムの

試みが有効であることも実感させる出来事となった。 

ネットワークには２つのタイプがある。ひとつのタイプは、会社や企業、行政などの組織図と似ている。全体に均一

に情報を伝達するのに優れているが、縦割りの弊害というか、横の連携が取りにくくなる特徴がある。もうひとつのネ

ットワークは人を介して情報の伝達と共有が行なわれるタイプだ。情報は即時に共有され他の人に伝えられらる。情報

が分散し拡散することも起きる。このネットワークは噂話や井戸端会議のような地域に普通に見られる人々のつながり

や、ＳＮＳ（ソーシャル・ネットワーキング・サービス）などの情報共有システムにもよく似ている。 

どんな世代でも、人々が安心して暮らしていくためには、人と人とのつながりができ

る仕組みが必要である。高齢の人も、認知症の人も、身体に障害を負った人とも、子育

てで悩んでいる人も、人とつながっていられる地域基盤は、自分たちで作るのだという

意識を持っていることが大切である。当然、言葉を発せない状態ならばその代弁者が声

を発することが必要になる。サポーターズメーリングリストも、誰もが安心して暮らせ

るまちづくりのための試みである。 

※サポーターズメーリングリストについては当会のホームページをご覧ください。 

平成 28年 12月 20日（火）鎌倉市福祉センター第

１・第２会議室にて、会主催の地域連携ミーティング

PART5「当事者が望む支援について考えよう」が、市

民、認知症の当事者、家族、介護医療福祉関係者を対

象に開催され 40名の参加がありました。 

第１部では、「若年性認知症の方へのサーフィンサ

ポートの取り組み」と題して若年性認知症の男性(59

歳､要介護２)のサーフィン復帰に向けて、地域の多職

種サーファーと家族が協力し、材木座海岸で波乗りに

挑戦した報告が柴田康弘さん、本人・家族からありま

した。 何年間も遠ざかっていたサーフィンを、ボー

ドの上には立ち上がれなかったものの腹ばいになっ

て波に乗ることが出来るまでになった事に対して、会 

一般社団法人 ―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 

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⑯  稲田秀樹 

かまくら  

    ～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２９年１月２９日（日） 
時 間：13:30～15:30 

会 場：たまなわ交流センター  

    鎌倉市台１丁目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。 

ネットワーク 
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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 

若年性認知症 
鎌倉のつどい 

メーリングリストに添付されるメッセージ 

認知症サポーターになると貰えるオレンジリング  



「かまくら認知症ネットワークの新年会のお知らせ」 事務局より  

地域の動き 『オレンジカフェだんだん』 西鎌倉地区社会福祉協議会  

 

帰り道、長男から「また、来よ 

う！」と、笑顔で今日あったこと 

を話してくれました。二人にとっ 

て貴重な経験ができて良かったです。息子達と参加し

て感じたことは、今回は見守りをする支援者側の気持

ちで参加したのですが、帰る頃には、私達家族が皆様

に支えられていたと痛感しました。それは、支援を受

ける側と支援者間の関係だけではなく、そこには確か

に温かい人と人との交流の時間がありました。 

私は地域包括支援センターの職員として、認知症に

なっても安心してくらしていけるように、お互いが温

かい時間を共有できるような、そういう場づくり、そ

して地域づくりをしていきたいと改めて感じました。 

 私は市内にあります地域包括支援センター湘南鎌倉

の職員として働いております。地域包括支援センター

とは地域の高齢者の総合相談窓口です。この度、かま

くら認知症ネットワークが設立した時から参加してみ

たかった、かまくら散歩に長男 4 歳、次男 1 歳を連れ

て参加させていただきました。 

天候に恵まれ、動けば汗ばむぐらいの陽気でした。

息子達が初めて熊手を持って、皆様と一緒に落ち葉を

集め落ち葉を運んだり、辺りに落ちている棒を持って

振り回し、自由に遊んでいるときでも、認知症の方が

息子達にやさしく声をかけて、作業を教えてくれたり

一緒に遊んで下さいました。息子達も自然に皆様に交

じって手をつないでもらいながら参加していました。 

    寄稿 「温かい人と人との交流の時間を共有できる場』 吉川丹実子 地域包括支援センター湘南鎌倉  

平成 28年 11月 20日オレンジカフェだんだんに参

加しました。当日は小春日和の暖かな日となり、モノ

レール西鎌倉駅からだんだんに行くまでの間に、暑く

て上着を脱ぐような気候でした。 

「今日は余所でも色々と行事があり、また積極的に声

かけをしなかったので参加者は少ないと思います」と

主催者の千代（ちしろ）さんが事前に仰っていました

が、その通りこぢんまりとした会になりました。しか

し、内容は非常に濃く、始まりから終わりまで途切れ

ることなく会話が続きました。夫婦で経営したお店の

こと、夫の特技のこと、ご本人の健康状態やご家族と

の親密な交流のことなど沢山の話をお聞き出来まし

た。ご本人もとても幸せそうで、話を伺う私も幸せな 

おたのしみ♪ 

ニューイヤーオレンジコンサート 
認知症当事者らによる演奏があります。 
フォークソングなどをお楽しみください。 
出演：ひろし＆きー坊、ヒデ２、他 

申し込み：電話０４６７-４７-６６８５ 

主催：かまくら認知症ネットワーク 

 

気持ちになりました｡だんだんは､主催者が西鎌倉地

区社会福祉協議会ということで協力者も多く、大勢の

方がスタッフとして運営を支えていました｡これは、

事業者や個人が行うオレンジカフェには無い特徴で

あり、地域の認知症に対する関心やサポート力の向上

に大きな役割を果たしていると感じました。 

また、だんだんにはメニューが置いてあり、希望す

る飲み物を何種類か選ぶことが出来ます。まさにカフ

ェであることを実感しました。だんだんの運営を参考

にさせていただきながら、 

より良いオレンジカフェが 

運営出来るよう工夫を加え 

たいと思いました。（KWT） 

１１月２７日（日）、１３:３０～１５:３０、玉縄交

流センター第２会議室において若年性認知症交流サロ

ン（若年性認知症鎌倉のつどい）を開催しました。参

加者は 本人２名、家族３名、行政担当課職員１名、家

族会神奈川県支部世話人 1名、スタッフ６名の計１３

名でした。 

スタート前から、ギターを持参して参加したＫさん

の奏でる音色で和やかな雰囲気でした。まずはスタッ

フの中空さんのリードで２人１組になりタッチケアで

リラックス！その後は、ご本人さんから近況や思いを

お聞きし、そのあとご家族からお話を伺いました。 

今回は初参加のご家族の方がお見えになり、まずは

別室で相談を受けました。途中から皆さんと合流し自

己紹介をしていただきました。ご本人さんは４０代、 

 

 

 

否応なく退職に追い込まれてしまうのではないかと

いう内容でした。 

 

そこで近藤さんからのアドバイスもありました。 

 

いつも前向きな近藤さんのお陰でその場が重くなら

ずに済みました。 

 

いつものようにコーヒーを飲みながら…あっという

間に時間となってしまいました。 

 

  

 

次回の若年のつどいは１月２９日（日）１３:３０～

です。 

 

若年のつどいの終了後、１６:００～ 認知症ネット

ワークの新年会を 

 

大船で開催します。 

 

本人、家族、会員関係者にも参加していただきたい

と稲田代表から話がありました。 

 

  

 

詳細は次回の運営会議で話があると思います 

 

 
 

 
 

日時：２０１７年１月２９日（日）午後４時～午後６時３０分  

会場：パラッツオヴィオラ 

鎌倉市大船１丁目２２−１１ 

電話 0467-44-4005 

会費３５００円～４５００円 
３５００円(お酒飲まない人) 

４０００円(お酒飲む人) 

４５００円(大酒飲む人) 

 

 

く変わっていくご自分の姿を満足そうにご覧になっ

ていました。介護スタッフなどの男性にエスコート

（男性のご利用者様には女性スタッフ）されて皆様の

前でお披露目をしたあと、写真館のようにしつらえた

一角でご家族と記念撮影をしました。 

 会場は和の趣で「折り鶴」をテーマにしたという開

催者の渾身の飾り付けが見事でした。介護職員による

三線と尺八の演奏やボランティアのフラダンスも会

場を盛り上げてくれ、ご家族と歓談 

しながらサンドイッチを頬張る皆様 

のお顔には、いつもとは一味違う晴 

れやかな笑顔が輝いていました。 

命に掃き集めると見る見るうちにいくつもの大山が

出来ました。それを大きなブルーシートへ入れて、ワ

ッショイワッショイと堆肥置き場まで何度も運びま

した。 

体力のある方は大きな背負い籠に落ち葉を満杯に

詰めては背負って運ぶ体験もしました。堆肥置き場に

山盛りになった落ち葉に糠をふりかけて、その上で数

人が手をつないでジャンプして踏み固めました。 

孫のような子供の働きぶりに目を細める高齢の方

や畑に干してある大根を見てすぐに「たくあん作りの

ためですね」と言い当てる認知症の方もいました。谷

戸の景観や作業は認知症の方も市民も支援者も子供

もみな平等に包み込んでくれるようでした。 

その後は谷戸の会からいただいた蒸かし芋とおも

ちをおやつに皆さんでいただき元気が出ました。皆さ

んの笑顔や会話が印象的でした。（ＫＴ） 

１２月４日（日）、13：00～15：00、鎌倉中央公園

において第 25 回かまくら散歩「晩秋の谷戸を楽しも

う」を開催しました。参加者は認知症のご本人 4名と

その連れ合いの方、娘さんとお孫さんと一緒に参加さ

れたご本人、小さなお子さんを連れたお母さんなど一

般市民 4名、谷戸の会 2名、当会スタッフ 5名の合計

20名でした。 

暖かく青空がきれいな午後のひととき、赤、黄色、

オレンジ、茶色に染まった晩秋の谷戸景色を愛でなが

ら散歩し、公園内の広場で「落ち葉かき」の段取りや

目的を聞きました。畑や田んぼに使う堆肥作りのため

になると知り、張り切って作業開始。谷戸の会田んぼ

班の方たちと一緒に、熊手、箕、背負い籠、ブルーシ

ートを使っての作業となりました。 

昔よくやったと思い出話をしながら手際よく熊手を

動かされる方や道具の名前も知らない方、皆で一生懸 

 

「若年性認知症鎌倉のつどい ～若年性認知症交流サロン～」 鎌倉市 たまなわ交流センター 
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『第２５回かまくら散歩 ～晩秋の谷戸を楽しもう～』 鎌倉中央公園 
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働きたい気持ちはあるけれど会社の理解が得られず困

っているとのお話でした。お話を聞くと、パワハラと

もとれる会社の対応や認知症への無理解、偏見があり、

その対応策についての意見交換となりました。あまり

の会社側の対応にあきれ顔で、ご本人のＫさんが、「認

知症はれっきとした病気ですよ！」と言われました。

これには一同心の中で拍手でした。若年性認知症のご

本人の言葉だったので、その場が重くならずに済みま

した。その後はいつものようにコーヒーを飲みながら

楽しく懇談しました。 

次回の若年性交流サロンは１月２９日（日）１３:

３０からです。終了後には、かまくら認知症ネットワ

ークの新年会も行ないます。ご本人、ご家族、会員さ

んの他、関係者の方にも参加して頂きたいです。（ＳＡ） 

２０１７年のスタートにあたり、皆さんに幸いがあるようにとの願いを込めて新年会を兼ね

た懇親会を開催します。ご本人ご家族、支援者、関係者の皆様、どなたでも参加できます。 


