
 

んもその一人だ。初めに紹介した樋口   

『爽やかな笑顔の中で、気持ちの良い春の一日を…』  大草みな  
4月8日（日）、鎌倉中央公園での「かまくら散歩」に参加させていただきましてありがとうございました。お天気にも

恵まれ、母も久しぶりの散策をとても楽しんでいました。植物が大好きな母は、すぐに言える花は得意げに、思い出

せないものは、あれでもないこれでもないと、一生懸命考えながら歩きます。そんな様子を、夫とほほえましく見守っ

ておりました。自然の中をゆっくり歩くことは、毎日慌ただしく過ごしている私たちにとっても、心身をリフレッシュできる

良いチャンスになりました。お散歩だけでなく、女子高校生の皆様による野点、主催者様のフォーク・ライブの企画も

新鮮で素敵でした。母はシートに投げ出した足でリズムをとり、楽しそうに一緒に歌っていました。」 

つやつやと輝く新緑、満開のヤマモモの花、池の亀に心が癒されると同時に、終始主催者様方の温かいお心配り

が伝わってきました。またボランティアの学生さんたち、参加された皆様の爽やかな笑顔の中で、気持ちの良い春の

一日を過ごすことができました。 

母と同じような立場の方や、そのご家族の方とのコミュニケーションがあまりできなかったことが、少し心残りではあ

りましたが、そのような方々との接点がさらに増えると良いな、と思いました。 

 

川名裕美です 

４月８日（日）、第３０回かまくら散歩「春の谷戸

を楽しもう」を開催しました。参加者は認知症ご本

人・家族、介護医療従事者職員、市民、中学生、高校

生、部活顧問、スタッフ、総勢５３名に上りました。 

当日は、鎌倉中央公園の池のほとりにお茶席を設

け、谷戸の春とお抹茶を味わっていただく初企画でし

た。深沢高校茶道部員 10名と顧問・インストラクタ

ーの方 3 名の全面的なご協力と公園協会のご理解に

より実現することが出来ました。 

緋毛氈の上の盆点前を皆さんややかしこまって見つ

め、教えていただいた作法に従って、ちょっとよそゆきの面

持ちでお菓子とお茶を召し上がっていました。認知症の当

事者の方やご家族も、新鮮な気持ちで 

 こんにちは、川名裕美です。当会に入会したのは、４年前になります。昨年から当会の理事とし

て活動のお手伝いをさせていただいています。主人が若年性アルツハイマー型認知症の診断を

受けたのは、９年前。途方に暮れていた時に当会を紹介され、すぐに入会いたしました。認知症

について、全く知識がなかった私は、たくさんのことを学びました。たくさんの方と出会いました。ひ

とりじゃない、助けてくれる人がこんなにいる。大変なこともたくさんありますが、主人のために

色々な事を工夫しながら日々、明るく・元気に・楽しく過ごせるよう心がけています。地域との繋

がり、人との繋がりを大切にし、認知症の方が安心して暮らせるまちづくりのために、努力してまい

りたいと思います。助けてほしい、となかなか声に出して言えない方のために、これからも体験談

などを少しでも発信していけたらいいな、と思っています。 

１５月２０日(日) 「今泉台オレンジカフェ」 TEL0467-40-4210 

１５月 ２７日(日) 「由比ヶ浜オレンジカフェ」 TEL０４６７-３９-６０８７  

２６月１７(日) 「小袋谷オレンジカフェ」 TEL0467-53-7025  

５月２６日(土) ６月２３日(土) 「本人カフェ」大船カフェ茶るらの貸しスペース 0467-47-6685 

１５月２０日(日) 『オレンジカフェだんだん』(西鎌倉) TEL0467-39-1525  

１６月１７日(日) 「梶原山オレンジカフェ」TEL0467-46-8233 

７月１日(日)『やながわ おれんじ・かふぇ』(扇ガ谷)ＴＥＬ０４６7-61-1780  

★運営スタッフ紹介★ 

事者の方やご家族も新鮮な気持ちになる素敵な演出でし

た。 

桜の開花が思いのほか早く、桜の下での野点とはなりま

せんでしたが、お茶を楽しんだ後は、大きなハナモモの木

の下で記念撮影をしたりしながら、ハナミズキ、八重桜の花

と木々の新緑の両方に包まれながらのんびり谷戸歩きを楽

しみました。 

参加者で医師の阿瀬川孝治さんからは、「とっても楽し

い時間でした。中高生がたくさん参加しているのには驚きま

した。また、参加させてください。そして、最後のヒデ２のミニ

ライブは盛り上がりましたね～」と、後日このようなメッセー

ジをいただきました。（TN） 

こんにちは 

 平成３０年３月３日は特別な一日となった。横須賀ベイサイドポケットで行なわれた市民 

公開講座「認知症について認知症の人から学ぼう！」は、申込み受付開始から 3週間で参加 

申し込みが定員の 450席に達した。急遽 50 席を増席したところわずか 3 日で座席はすべて 

埋まってしまった。 

横須賀市内にクリニックを開業している精神科医の阿瀬川孝治医師から講演会への参加の 

具体的な打診があったのは講座開催の４ヶ月前のことだ。その後、実際に講座に登壇するメ 

ンバーや関係者が集まって打ち合わせる日を迎えた。「アルツハイマーど真ん中の近藤です」 

と近藤英男さんはいつものように自己紹介をした。講座では近藤英男さんの講演を中心に、 

多様なメンバーによるフリートークを交えながら、講座の参加者に先入観なく「当事者の話 

や思い」を感じてもらう狙いだった。 

 「明るく前向きに楽しみながら病気と付き合ってます」というテーマで、近藤さんはアル 

ツハイマー病発症から現在までの経過、その時々の心情を語った。近藤さんの講演の特徴は、認知症につきまとう生活

の困まりごとや不安や生きづらさというものがあまり伝わってこないことだ。もちろん近藤さん自身そういう経験がな

かったわけではない。近藤さんによると、病気の診断を言いわたされたときには「まさか自分が」と思ったそうだし、

気分が落ち込んだこともあると当時を振り返る。フリートークのなかで、病気のことを地域の人にどのように打ち明け

るかという話題になった。たまたま会場に足を運んでいた近藤英男さんの友人が、近藤さん本人からアルツハイマー病

になったと打ち明けられたとき、その友人は「認知症になったっていうけど近藤は近藤だからね」と答えた。会場から

拍手が沸いた。認知症になっても、そこにいるのは一人の友人であることをその人は明言したのだった。 

講座のラストはヒデ 2(ツー)のライブだった。近藤さんと一緒に三浦海岸を走った RUN 伴＋三浦半島、材木座海岸で

若年性認知症の人のサーフィンサポートを行なっている Nami-nicationsのメンバーがバックバンドを務めてくれた。2 人

のときよりも演奏に厚みが増した。音楽は感性に響くメッセージだ。会場全体が前向きさと明るさと、優しさ、楽しさ 

に包まれた。近藤さんが通っているデイサービス「あにえるち」で交

流のある保育園児たちもたくさん応援にかけつけた。3.3 横須賀市民公

開講座の会場は、「認知症になっても、地域の人たちとともに明るく前

向きに暮らせる社会の実現を目指そう」というメッセージがあふれる

ようだった。こんな素敵なことは一度きりで終わらせてはいけないと

私は思った。（7.28鎌倉でこの講演会の第 2 弾が行なわれます） 

３月・４月の予定 

１５月２６日(土) 本人カフェ 13:00～17:00 大船カフェ茶るら貸しスペース 

５月２７日(日) 若年性認知ほっとサロン １３:３０～１５:３０たまなわ交流センター 

１６月１０日(日) かまくら散歩 大船フラワーセンター 

０６月２３日(土) 本人カフェ 13:00～17:00 大船カフェ茶るら貸しスペース 
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3.3市民公開講座のポスター 
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春の谷戸でお花見しながらお茶の香りを楽しみました！ 
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オレンジカフェ情報･･･市内のオレンジカフェが７カ所 

かまくら認知症ネットワーク代表理事 
(株)さくらコミュニティーケアサービス代表  

ヒデ 2と RUN伴D(ランバンド)による演奏風景 



地域の動き 「澄み切った青空が広がる快晴の第５回 D シリーズに参加して』 富士宮市 

地域の動き 「スウェーデン国王王妃のデイサービス訪問記』 ワーキングデイわかば 

  

４月２５日（水）スウェーデン王国のカール 16 世

グスタフ国王、シルヴィア王妃と高円宮妃殿下久子様

が、鎌倉市今泉台のワーキングデイわかばを訪れまし

た。この訪問は、スウェーデンで積極的に行なわれて

いるＩＴ機器等を用いた高齢社会の生活実験「リビン

グラボ」の鎌倉市今泉台での展開の視察の目的で行な

われました。この訪問にあわせワーキングデイに設置

されていた高齢者支援ロボットの見学もされました。 

また今回の訪問では、シルヴィア王妃がスウェーデ

ン国内で認知症支援に大変熱心であることから、先進

的な介護施設を訪問したいとの意向からワーキング

デイわかばを選ばれたとのことでした。 

両陛下はワーキングデイの公園清掃などの活動の

説明 

両陛下はデイサービスの稲田秀樹代表の説明を熱

心に聴いたあと、雨天や夏場などに室内で行なってい

る創作活動の書道の作品や絵画にも目を通され、その

際にグスタフ国王が書の文字の意味を尋ねたり、シル

ヴィア王妃から絵を描くのは楽しいですかとメンバ

ーに話しかけられる場面も見られました。短い時間で

したが記念に残る素敵なご訪問でした。（SA） 

  (SA) 

後半は新入社員さんもギター、ピアノまた打楽器を

片手に参加し、ヒデ２のライブセッションを行いまし

た。途中からは川名さんも音楽に合わせてダンスで加

わり、会場が一体となって湧き上がりました。 

研修プログラムを通して、認知症の方ご本人やご家

族と講演、ライブ、食事を共に楽しむことで、新入社

員の方々も認知症について身近に感じ、自分事として

捉えることが出来たのではないかと思いました。 (SY) 

4 月 5 日（木）、エーザイ株式会社新入社員研修にヒ

デ２の近藤英男さん、小夜子さんご夫妻、当会の稲田

秀樹代表、Nami-nicationsとして川名賢次さん、裕美さ

んご夫妻、柴田康弘とで研修プログラムを担当させて

頂き、約 70 名の新入社員の皆様が受講されました。 

最初は、川名裕美さんが認知症の発症からサロンへ

の参加を経て支援につながり、さらに仲間とつながり

一緒にサーフィンを楽しむ現在に至るまでを説明しま

した。その次は、稲田代表が聞き手となり、近藤英男

さんの認知症を発症した当時のエピソードや、ご本人

が認知症を前向きにとらえ、積極的に後援や演奏など

による啓発活動を続けている今日までの出来事につい

て話しがありました。 

3 月 25 日（日）、静岡県富士宮市の静岡県ソフトボ

ール場にて「第 5回全日本認知症ソフトボール大会（

D シリーズ）」が開催されました。Dシリーズとは「認

知症になってもやりたいことを熱く打ち込みたい。挑

戦し続けたい！」という当事者の方の声から実現した

真剣勝負のソフトボール大会で、今年で 5回目を迎え

ています。富士山麓でアツくなろう！を合言葉に全国

から我らが「神奈川MMシュガーエンジェルス」をは

じめ､宮城､新潟､富士宮､名古屋､岐阜､奈良､大阪からメ

ンバーが終結し、熱戦が繰り広げられました。 

くっきり浮かび上がる富士山が目の前に広がる球

場では、いい当たりのヒットを打ってもまっすぐ 2塁 

に向かって全力疾走する選手や3塁ゴロを捕球しても

投げるのを忘れる選手などの珍プレーも続出するな

か、みな一丸となって真剣にプレーし、すがすがしい

温かな笑顔に包まれた 1日となりました。神奈川チー

ムでは、DK リーグとして６月１６日に第２回神奈川

リーグの開催を予定、ソフトボールを通じてつながっ

た絆がさらに深まりをみせています。 (IN) 

3 月 11 日（日）地域連携ミーティング Part７「オレ

ンジカフェってなに？」が鎌倉市御成町のギャラリー

檜松にて行われました。市内のオレンジカフェ担当者

や関係者など合わせて 16名の参加がありました。 

初めに参加者の皆様の自己紹介があり、その後、鎌

倉市内のオレンジカフェの参加人数や活動内容の報告

がありました。みなさんそれぞれがとても工夫をされ、

鎌倉では個性のあるカフェ作りをされていることがよ

くわかりました。 

そして、楽しみにしていたスタッフの手作りのケー

キを召し上がっていただきながらティータイムとなり

ました。歓談しながら今後のカフェの姿について自由

に意見を交わしていました。 

ティータイムでは、医療との連携や、多様な社会資

源についてなど、とても濃く深い話題が次々と出て、

有意義な時間を過ごす事ができました。 

なかなか市内カフェの運営者が集まる機会はなく、

今回はカフェの現状を聞けた事、そして、会場となり

ました「ギャラリー檜松」は広々としたお庭もあり、

室内は天然木を使用したとても落ち着いた空間のた

め、時間を忘れてしまいそうになるくらいでした。 

それぞれのカフェがどんな思いで運営しているの

か、そこを訪れる当事者や家族の方々の姿が目に浮か

ぶようでした。最後に、年に１回はこのような場を開

催したく、来年の 3月頃にまた会いましょうとの主催

者の言葉で終わりとなりました。（KJ） 

ていただくことになっています。 

この日は１人で電車で来た本人さんが３人もいま

した。認知症の診断を受けたあとも働き続けている方

もいました。若年性認知症のご本人の参加が多かった

のですが、高齢者のご本人も参加していました。 

中央のテーブルに６名のご本人が座り、それぞれ自

己紹介をしたあと、スタッフが進行することもなくご

本人たちだけで意見交換が始まりました。話題の中心

は「この病気を自分自身がどう受け入れるか」「病気

になったときに子供が社会人になっていたので良か

った」「一生懸命やっていたら(仕事でも)認めてもらえ

る」など、様々な話題があがりました。 

最後にヒデ２の演奏がありましたが、この日ハーモ

ニカを持参した本人さんが飛び入りで演奏に参加し

て、第１回目のカフェは楽しく終わとなりました。（IN） 
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４月２８日（土）1３:０0 から１６:００まで、大船

にあるカフェ「茶るら」の貸しスペースで、鎌倉市内

で７ヶ所目となる認知症カフェでもある「本人カフェ」

が始まりました。主催はかまくら認知症ネットワーク

です。初回は若年性認知症などのご本人の参加が６名

ありました。他に家族２名と関係者やスタッフ４名が

参加されました。 

「本人カフェ」は認知症の診断を受けた本人にとっ

ては鎌倉市内ではじめての「語らいの場」として始ま

りました。「本人カフェ」を訪れたご本人はまず受付で

自分の名札を受け取ります。受付後は好きなテーブル

に座り、飲み物やケーキなどの注文をしてもらいまし

た。飲み物の希望を聞いてお店に注文をする役割も本

人さんにお願いしました。参加費は無料ですが、本人

以外の方も好きな飲み物など一人一品以上、注文をし

ていただく 


