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７月１４日（日）
、鎌倉芸術館集会室に神奈川県内の認知症のご本人４名が集った。講
演会｢認知症について認知症の人から学ぼう！鎌倉Ⅱ」の第２部の本人シンポジウムに参
加するためだ。シンポジウムに先立って控室で打ち合わせを行った。打合せには家族も
支援者も同席しなかった。シンポジウムの流れも本人たち任せとなった。
打ち合わせではそれぞれが自己紹介を行い意見を交し合った。なにを話していたのか傍
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らにいなかったので私もわからなかった。講演会が始まり第１部を終えて第２部の本人シ
ンポジウムがはじまった。｢私たちスポーツを楽しんでいます！｣というテーマだった。

本人さんたちだけで行った打合せ

認知症の常識と言われている考え方がある。認知症サポーター養成講座などでも語られているものもある。認知症の
人は「同時にふたつのことを理解できない」とか「新しいことを覚えられない」というものだ。
「認知症の人に後ろから
声をかけてはいけない」というのもある。病気の症状はその人の疾患の状態によるから、一様に認知症に人だからと括
ることはできないのだが、上のようなことがまるで認知症の常識のように語られている。
認知症の診断を受けたあとに、多くの人が絶望感や無力感を覚えるという。無気力になるとできることもできなくな
る。認知症のせいばかりではない。どのタイプの認知症の人であっても、その人にできることを見つけてそれを支援す
ることが必要なのはいうまでもない。そのときに「新しいことはできない」と支援者があきらめてしまったり、支援者
が先回りして手伝ってしまうと、できる事もできなくなる。
人それぞれに障害の起き方が違うのだから、力を発揮してもらうときにはひとりひとりの障害について把握しておく
必要がある。疾患のタイプによっても症状や対応が異なる。当たり前だが人にはそれぞれ個性と人格がある。性格も人
それぞれなのに、認知症の人にはこれこれだという言説がいまだにある。経験則とは、経験のなかで体得した知恵のひ
とつで、
「こんなときにはこうしたら良い」というハウツーのようなものだが、認知症の常識と言われているものは、こ

若年性認知症講演会「認知症について認知症の人から学ぼう！鎌倉Ⅱ」ご本人が講演、シンポジストとして大活躍!!

の経験則ととても似ている。これまでの認知症ケアの常識と言われていたものは、ケアする側の思い込みに過ぎなかっ

７月１４日（日）
、鎌倉芸術館集会室にて若年性認

山根功さん（アルツハイマー型認知症、64 歳）
、中村

それでは私たちは認知症と診断された人を目の前にして、なにを頼りにすれば良いのかというと、それは経験知だと

知症講演会「認知症について認知症の人から学ぼう！

成信さん（前頭側頭型認知症、69 歳）の 4 名がスポー

私は思っている。経験知とは、対話を通じて考えたり、情報を集めたりしながら、その人の全体と対峙しながら、理解

鎌倉Ⅱ」が行なわれました。参加者は、演奏者、登壇

ツをテーマに楽しく意見を交わしました。

しようと心がけ、また判断することである。経験知の世界では、ひとりひとりに応じた答えがある。認知症をひと括り

者を含めて 140 名でした。講演会では近藤英男さん、

にして語っても意味を持たない。いわゆるマニュアルが通用しない世界の話だ。

松浦謙一さんによる講演と認知症のご本人 4 名によ

奏を楽しみました。会場には 15 名以上の認知症のご

るシンポジウムが行なわれました。交流会ではケータ

本人が参加していて、テーブルに座った他の当事者と

リングの食事とご本人たちによる演奏を楽しみなが

笑顔で意見を交わし会話の弾む姿がありました。ケー

ら参加者が交流を深めました。

タリングの食事も美味しく、こんな楽しい講演会なら

たのではないかと、私は最近そんなふうに思っている。

認知症と診断された人も、マニュアルが通用しない世界で経験を踏んできたのかもしれない。自分のおかれた状況に
合わせて臨機応変に適応する訓練を重ねてきた人もいるだろう。疾患によって注意力や判断力が低下していても、その
人なりに周囲の世界と対話をしているとは考えられないだろうか。認知症だからと
いって、その人の可能性を閉じてしまってはなにも始まらない。認知症の診断を受
けた人でも、自分がおかれた状況に適応しようとしているとは考えられないか。

本人シンポジウムでスポーツについて語る山根功さん

第 1 部の講演会では、近藤英男さん（アルツハイマ

演奏会となった第 3 部では、認知症のご本人達と演

また参加したいという声も聞きました。

「認知症について認知症の人から学ぼう！」シリーズは横須賀に始まり、今回

ー型認知症、66 歳）が、57 歳で病気の診断を受けて

交流会とともに行なわれた演奏会

の鎌倉Ⅱで４回目となる。それぞれ主催者が異なるが当事者から学ぶというテー

から現在までについて語られました。松浦謙一さん

の終盤には近藤英男さんが通うデイ

マは一貫している。医療者や支援者の役割とはなんだろうかと講演会を終えるた

（レビー小体型認知症、64 歳）にはパーキンソン病

サービス「アニエルチ」の保育園児

びに考える。認知症の状態にあっても、ひとりひとりが自分の世界を生きる主体
である。私の接している多くの家族もそのように思い、またそれを望んでいる。

が悪化し引きこもり状態になるが音楽をきっかけに

達２０人もが登壇し、一緒に音楽を

状態が改善した経緯を話していただきました。

楽しみました。
（IN）

第 2 部では、近藤英男さん、松浦謙一さんに加えて

オレンジカフェ情報･･･市内のオレンジカフェが８カ所に増えました
９月１４日(土)「今泉台オレンジカフェ」 TEL0467-40-4210
９月１日(日） 「由比ヶ浜オレンジカフェ」 TEL０４６７-３９-６０８７

９月 2８日(土) 「本人カフェ」（大船）0467-47-6685
９月１５日(日) 『オレンジカフェだんだん』(西鎌倉) TEL0467-39-1525

１０月２０日(日) 「小袋谷オレンジカフェ」 TEL0467-53-7025

１１０月２０日(日) 「梶原山オレンジカフェ」TEL0467-46-8233

１０月未定 ｢オレンジカフェ｣ SOMPO ケアラビーレ鎌倉常盤

９月１６日（月）「みんなで笑って楽しく脳若返り」（笛田）０４６７－３１－８７８７
１

★９月・１０月の予定
９月１３日(金) 認知症家族教室 13:00～15:00 NPO センター鎌倉 2 階
９月１５日(日) 若年性認知ほっとサロン 14:30～16:30 ギャラリー檜松
９月 28 日(土) 本人カフェ 13:00～16:00 大船カフェ茶るら貸しスペース
10 月６日(日) 第３６回かまくら散歩 13:30～1５:30 フラワーセンター大船植物園

★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

◆この講演会は日本郵便年賀寄附金助成により実施しました 。
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「第３５回かまくら散歩～花々の香りに包まれて～」

支援 部会 フラワーセンター大船植物園
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「かまくら認知症ネットワーク総会・懇親会」

鎌倉市福祉センター第 1・第 2 会議室

５月２７日（月）18：30 から、鎌倉市福祉センタ

に自由に、交流を深めよう」と懇親会が開催されまし

ー第１・第２会議室において当会の２０１９年度定時

た。冒頭、鎌倉市高齢者いきいき課の石黒課長からご

社員総会が開催されました。正会員１０５名に対して

挨拶を頂きました。

出席者は議決権行使者を合わせて６５名でした。

懇親会には、日頃からかまくら認知症ネットワーク

総会の内容は、報告事項として２０１８年度事業報

の活動にご理解ご協力を頂いている行政や議員の方も

告、決議事項として２０１８年度決算報告、監査報告

参加頂きました。また初めて参加された方々、鎌倉以

６月９日（日）
、神奈川県立フラワーセンター大船植

やつと歌タイム。今回は「ヒデ 2」の近藤英男さんが

２０１９年度事業計画案及び予算案がすべて異議なく

外の地域から参加された方々が和やかな雰囲気のなか

物園にて、当会支援部会主催、第３５回かまくら散歩

休みだったためいつものお笑いは聞けませんでした

承認されました。また任期満了に伴い理事監事の選任

で懇親を深める姿が見られました。おいしい料理を囲

「花々の香りに包まれて」を開催しました。認知症の

が、
「ヒデ２」の稲田代表のギターに合わせて「バラ

があり、理事１名が任期満了で退任となった以外は、

みながら有意義な意見交換となった様子でした。
。

ご本人 6 名を含む２５名の参加がありました。

が咲いた」をみんなで歌いました。

理事５名、監事２名全員が再任されました。

なお 2018 年度の事業活動の収支が５０２８１円の

今回は鎌倉学園インターアクト部の中高生に加え

その後中学生が「なぞなぞ」の問題を出してチーム

また、総会後開催された臨時理事会で稲田理事が代

赤字となりました。活動が多岐にわたっており、活動

て、山手学院ボランティア部の生徒さんの参加でサポ

で答えたり、感想を言い合ったりしました。ご本人さ

表理事に再任され、引き続き当会を牽引することにな

の原資となる収入源が限られていることも要因となっ

ーターが 10 人そろい、認知症ご本人に 1～2 名ずつの

んからは「楽しかった。また参加したい」などの感想

りました。

ています。
活動の安定的な継続のため、
賛助会員の方々

チームで行動することが出来ました。

が続き、和気あいあいと楽しい時間を過ごすことが出

はじめにそれぞれ自己紹介した後は温室の珍しい

来ました。

花々やハナショウブを観察しながら歩きました。自然

今回は初めて参加されたご本人ご家族が多くいら

と会話が弾んで、
「男の孫しかいないので女の子と歩け

っしゃいましたが、記録写真の撮影を担当してくれた

てうれしい」「かわいくてこのまま家へ連れて帰りた

ご本人さんも「皆さん良い表情をしていたね」と感想

い」などの声が聞かれました。バラ園に行くと色とり

を聞かせてくれました。本当にみなさん笑顔でリラッ

どりのバラを見ながらベンチに腰を下ろして恒例のお

クスして散策を楽しんでいらっしゃいました。
（TN）

「かまくら散歩に参加して」

山手学院ボランティア部 松田理穂子

少し雨の降っている大船フラワーセンターで、私は緊張していました。参加するのは

総会終了後には、同じ会場で障害就労支援 A 型作業
場のレストランふれんずの料理を囲んで「楽しく気軽

のご支援、寄附金などのご支援を、心よりお願い申し
上げます。
（KWT）

「認知症家族教室～認知症を理解して関わりの基本を学ぼう！～」

研修部会 ＮＰＯセンター鎌倉 2 階会議室

2 回目だし、前回もそこまで何かをしたということでもなかったので、参加者さんとお話

６月１４日（金）13：00～15：00
まで、NPO セン
「BASECAMP」
主催 認知症フレンドリーよこすか

をするのは、今回が初めてだったからです。どんなことを話せばいいのか、始まる前に

ター鎌倉の 2 階会議室にて、認知症の方の家族対象の

知症の夫の病気の始まりから現在までの状況を家族

ずっと考えていました。

勉強会、認知症介護教室「認知症を理解してかかわり

の視点からお話しました。同じ病気の方の体験談を参

今回、私が一緒に歩くことになったご夫婦は、元気いっぱいで、私が始まる前に抱い

の基本を学ぼう！」を行ないました。講師は当会の稲

加者の方も親身になって聞いていました。

ていた不安などどこかに飛んでいってしまうくらい、いろいろと話してくださいました。お花

田秀樹代表、事例報告を当会理事で若年性認知症の夫

のことや、自分たちのことなど、たくさんの話です。私は日頃自分自身のことをあまり上手に話せなにのですが、奥さん

を介護している川名裕美氏が担当しました。

のおかげで会話が途切れてしまうことなく、最後まで続きました。本当にありがとうございました。
ばら園の中央にある休憩所で、おやつを食べて、歌を歌いました。帰りがけ、ご夫婦はとても嬉しそうだったので、私
のような中学生でも、お年寄りの方々を喜ばせられるなら、これからも時間が許せば「かまくら散歩」に参加していきた
いなと思いました。
最後になりましたが、「かまくら散歩」の主催者さん、引率してくださった顧問の先生、そして未熟な私をあたたかく見
守ってくださった参加者の皆さん、本当にありがとうございました。

前半の約 1 時間の講座のあとは、川名氏が若年性認
神奈川県立保健福祉大学

質疑応答では参加者の悩みに耳を傾け、ひとつひと
つていねいに答えていきました。質疑応答の時間を多

講座では、稲田代表が認知症の定義、病気そのもの

くとることで、病気の不安や心配にもお答えできまし

から起こる症状と周囲の人に負担をかける症状、認知

た。その上で、介護のプロの手を借りたり、同じ立場

症の予防の考え方、病気の進行とともに現われる様々

の仲間を得ることの大切さを話しました。今後、認知

な症状を具体的に説明しました。また事例を交えなが

症介護教室は年 4 回実施する予定です。次回は周辺症

ら関わり方の基本についてお話ししました。

状への対応についてお話しする予定です。
（IN）
(IN)

