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認知症フレンドリーコミュニティとは、英国のアルツハイマー病協会によると、
認知症の人が意欲を持ち意義のある活動に参加、貢献できるコミュニティとされて
いる。私たちの生活環境のさまざまなところで、認知症になっても高齢になっても、
障害があっても、自宅で暮らしていても施設に暮らしていても、社会と関わりを持
ち、自分の存在意義を感じられる町でありたいというのは、決して理想ではない。
私たちの周りは、商店や会社、住まい、学校、公園や役所、病院など実に多様な
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稲村ガ崎のコミュニティースペースで応援する子どもたち

生活環境に彩られている。そこでは人々が出会い、買い物をしたり、相談やサービ
スを受けたり、提供したりしている日常がある。日常の中では、認知症に限らず、慢性的な疾患や障害、老化に伴う生活
の困難を伴う人も暮らしている。必要なときには人々の助けが得られ、できる限り自立して暮らせる町へ向けてタスキ
をつないで行こうというのが、
「ＲＵＮＴＯＭＯ＋かまくら２０１９」のコンセプトである。
「ＲＵＮＴＯＭ0＋かまくら」においては、
「認知症フレンドリーコミュニティなまち鎌倉」という言葉をのぼりに掲
げてタスキをつないだ。その理由は、認知症の啓発が、単に病気を知ることだけにとどまらず、ひとりひとりの市民が、
フレンドリーとはどういうことか、なにからはじめればよいかと問いながら進むことで、認知症に伴う困難や偏見や無
理解を乗り越えていきたいと考えたからだった。いま始まったばかりのこの活動が、共に生きることを目標としながら
タスキをつなぎ、認知症であってもなくても、障がいがある人もない人も、世代の違いを超えて走りまた歩み、支え合
える仲間と出会い、共に生きるまちづくりのスタート地点を出発して、地域に暮らしているひとりひとりの人のところ
へ届くことを願っている。
２０２０年３月８日神奈川県二宮町で認知症になった当事者を中心にして、認知症であってもなくても、みんなが同

第 36 回かまくら散歩「秋の花咲くフラワーセンターを歩こう」本人家族が散策で交流 !

じ思いを共有できる、そんなコンセプトを共有して展開している講演会、
「認知症について認知症の人から学ぼう！にの
みや」が開催される。現在その準備作業が進められている。主催者のひとりの方の言葉を借りれば、
「ありがとう・ごめ

!

10 月 6 日（日）当会支援部会主催第３６回かまく

その日はテレビ

が、この町にはある」のだそうだ。

ら散歩「秋の花咲くフラワーセンターを歩こう」を開

の取材もありま

「穏やかで優しい気持ちを、誰もが分かち合い、受け止めあう町」先日、そんな二宮町を体験できるイベントが二宮
町の吾妻山で行なわれた。当日は雲の隙間からほのかに光が差す空模様となり、穏やかな海は不思議な色を放っていた。

催しました。春に続いて今年度 2 度目のフラワーセン

したが、マイク

んね・ただいま・おかえり・気をつけて・いただきます・ごちそうさま・そんな当たり前に溢れることばを大切に思う心

ター。参加者は認知症ご本人 6 名、ご家族 7 名、鎌倉

を向けられても

名前も呼び名もないイベントで、
“みんなで吾妻山に集まろう”という呼びかけを聞いて駆けつけた２０人ほどで音楽や
ダンスを楽しんだ。人々がつどい、ある人は楽器を持ち寄り、ある人はフラダンスの衣装を身につけてきた。途中、これ

学園インターアクト部中高生 5 名と顧問、フジテレビ

みなさん笑顔で

は「何の会」ですかと尋ねる人がいても誰も答えられない。なんだかわからないけど、気持ちよく心が通いあえる会、そ
んな感じに思えた。はじめて会う人ばかりなのに、子どもも大人も笑顔で写真を撮

の取材の方 1 名、スタッフ 3 名の総勢 24 名でした。

答えていました。

台風 15 号、19 号の影響でコスモスなどの秋の草花

歩くのが少し大変になってきた方はショ－トカット

ったり、歌ったり、フラダンスを楽しんだりした。この町でなら、認知症になって
もいいかな、という声がどこからか聞こえてきそうだった。そんな二宮町だが、認

が少し寂しかったのですが、面白い形のヘチマやヒョ

コースでバラ園合流。健脚でじっとしていられない方

ウタンがたくさんぶら下がったトンネルを抜けると

には高校生 2 名が付き添って見守り、
ばら園につくと、

知症フレンドリーな町と言い切るには、まだ戸惑いがあるのかもしれない。講演会

芝生広場にはハロウィンの巨大カボチャがゴロンゴ

みなでゆったりひとやすみしました。秋バラが期待以

では認知症の当事者の講演のほかにも、隣の人が認知症になったらどう接すれば

ロンとたくさん転がっていてびっくり！ 日比谷花

上に美しかったバラ園で、恒例のヒデ２（若年性認知

よいか、そんな町民の素朴な疑問に医師が答える講演も行なわれる。またこの日集

壇が植物園を管理するようになってから、こうした楽

症の近藤英男さんと稲田秀樹代表のフォークデュオ）

しい演出もいろいろ見られるようになってきました。

のミニコンサート。何人もの一般来園者にも、懐かし

まった人々が登壇する仕掛けもあるかもしれない。３月８日(日)を境に、二宮町は
二宮町の吾妻山で行なわれた名前のない会に集まった人々

「認知症フレンドリーに一番近いまち」と呼ばれることになるもしれない。

ユーモラスな芝生広場を楽しんだあと、みんなで集
合写真を撮りました。集合写真のシャッターを押して

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

い１９７０年代のフォークソングを楽しんでいただき
ました。

くださったのは認知症のご本

その日は曇り空だっ

人。写真が得意で、活動記録を

たのですが、お決まり

１月１９日(日) 『オレンジカフェだんだん』(西鎌倉) TEL0467-39-1525

カメラに収める係をお願いして

の、ふたりの“おでこか

１２月１５日(日) 「小袋谷オレンジカフェ」 TEL0467-53-7025

１１２月１５日(日) 「梶原山オレンジカフェ」TEL0467-46-8233

いるので、いろいろとあちこち

ら出る光のハレーショ

１月２２日（水）｢オレンジカフェ｣ SOMPO ケアラビーレ鎌倉常盤

１２月１６日（月）「みんなで笑って楽しく脳若返り」（笛田）０４６７－３１－８７８７

を歩きながら撮っていました。

ンでまぶしくて仕方が

またスタッフと一緒に受付をし

ない”というヒデ２のネ

てくださったのも初参加の認知

タも炸裂していました。トークも場数を踏んできて、

症ご本人でした。参加費を受け

ますます腕を上げていました。ヒデ２の演奏とトーク

取り、名札を渡す仕事をお願い

に、その場にいたみなさんもおやつを食べながら、楽

しました。

しく引き込まれていきました。(TN)

１月１１日(土)「今泉台オレンジカフェ」 TEL0467-40-4210
１月 未 定 (日 ） 「由 比 ヶ浜 オレンジカフェ」 TEL０４６７-３９-６０８７

１２月 2１日(土) 「本人カフェ」（大船）0467-47-6685

１
★１２月・１月・２月の予定★
１２月１３日(金) 認知症家族教室 13:00～15:00 NPO センター鎌倉 2 階
１２月２１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
１月１９日(日) 若年性認知ほっとサロン 14:30～16:30 ギャラリー檜松
１月２５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
２月１３日(木) 講座「もし明日、親が倒れても会社を辞めずにすむ方法」１８：３０～２０：３０福祉センター

★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
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「認知症になっても安心して暮らせる町を創ろう！プロジェクト」まちづくり部会 鎌倉市

２０１９年１１月 1 日発行 ＮＯ.４７

地域の動き「神奈川県内のオレンジライトアップ」 神奈川県庁・江ノ島・大船観音など
1994 年、国際アルツハイマー病協会と世界保健機

また２０１８年からは、アルツハイマーデーイベン

構とが共同して、毎年 9 月 21 日を「世界アルツハイ

トを展開しつつ地域展開を推進するチームオレンジ

マーデ－」
、9 月を「世界アルツハイマー月間」と定め

９.２１が立ち上がり、県内の関係者が結集して取り組

ました。神奈川県では、２０１７年に認知症の人と家

みをすすめた結果、県内各所でオレンジライトアップ

族の会神奈川県支部代表の杉山孝博医師が黒岩神奈川

やイベントが行なわれ、江ノ島や大船観音でもライブ

県知事に提案し、一昨年に神奈川県本庁舎のオレンジ

イベントが行なわれるようになりました。今後も県内

鎌倉市内では月２１日の世界アルツハイマーデーの

レイベントが行なわれ、認知症のご本人２名と支援者

ライトアップと点灯セレモニーが実現し、記念イベン

各地に同様な取り組みが広がることが期待されます。

ある９月に「認知症になっても安心して暮らせる町を

が由比ガ浜の特養鎌倉静養館をスタートして鎌倉市

トとしてヒデ２のライブが行われました。

（IN）(KYT)

創ろう！プロジェクト」が行なわれました。このプロ

社会福祉協議会を経て鎌倉市役所へ向いました。鎌倉

神奈川県庁のオレンジライトアップと同じタイミン

ジェクトは市内で行なわれる実施主体がそれぞれ違う

市役所では松尾崇鎌倉市長が届けられたタスキに署

グで、湘南いなほクリニックの内門大丈院長が藤沢市

認知症啓発の取り組みを連携して周知することで、啓

名、認知症の人や家族が安心して暮らせるまちづくり

に働きかけて、江ノ島シーキャンドルのライトアップ

発の効果を高めようと、かまくら認知症ネットワーク

への思いを新たにする一日となりました。

が実現する運びとなりました。

が２０１８年から実施しています。

なお、認知症啓発イベント「RUNTOMO+かまくら」

「２０１９年度第４回 若年性認知症ほっとサロン」

９月２１日（土）～２７日（金）まで大船観音がオ

は１１月１０日(日)に行われ、市内を３コースに分け

レンジ色にライトアップされるのに合わせて、大船観

て認知症当事者らが市内を走り、介護施設や自治会館

音を望める大船ルミネの通路の清掃活動である「かま

などで休憩をとりながら、２００名の人が走りまた応

「BASECAMP」
主催 認知症フレンドリーよこすか
神奈川県立保健福祉大学
あります。
「若年性認知症ほっとサロン」では、若年性
１１月１７日（日）14：30～16：30
まで、鎌倉駅

くら磨き」を行ない、あわせて認知症ご本人や中高生

援に加わりました。

から徒歩 5 分のところにあるギャラリー檜松（ひしょ

認知症支援を実践している専門職や当事者家族が話

相談部会 Ｎギャラリー檜松(ひしょう)

が一緒に、啓発のティッシュ５０００ケを駅を利用す

９月のアルツハイマー月間の期間中には他にも、今

う）にて 2019 年度第 4 回「若年性認知症ほっとサロ

し合いながら相談に当たっています。現在、介護サー

る市民らに配布しました。ポケットティッシュは、鎌

泉台のデイサービス「ワーキングデイわかば」
「ケアサ

ン」を行ないました。当日は認知症のご本人 2 名とご

ビスを利用している方もお出かけください。次回のは

倉市の全職員、来庁者、地域包括支援センターなどに

ロンさくら」に通所する認知症の人の絵画や陶芸作品

家族 1 名が参加し、スタッフも交えて近況を話したり

1 月 19 日です。電話での相談にも応じています。電

も配布しました。

の展示会、映画「つむぐもの」上映と監督とのトーク

して過ごしました。

話 0467-47-6685 まで。(IN)

また９月１８日（水）には、鎌倉市内をタスキをつ
なぎながら走る「RUNTOMO+かまくら２０１９」のプ

セッションが行なわれたり、家族向け講座や専門医に
よる市民向け講座も開催されました。
（IN）

レイベントが

「認知症になっても安心して暮らせる町を創ろう！プロジェクト」がＮＰＯ支援かま
くらファンド公開審査会で見事審査をクリアして助成金を獲得しました！

１１月３日(日)、たまなわ交流センターにて２０１９年度 『ＮＰＯ支援かまくらファン
ド公開審査会』が開催されました。応募 6 団体のプレゼンテーションの終了後、審
査が行われ、かまくら認知症ネットワークは審査をクリアし、助成金４万円をいただ
くことが出来ました。審査会では審査委員長の講評に続き助成団体 6 団体が発表

若年性認知症を発症すると、認知症のご本人が就業
中の年齢であることもあり、就業継続や子どもの就学
、経済的な問題を抱えてしまうケースも多いといわれ
ています。仕事を退職した後でも、行き場がない、年
齢に見合ったサービスが見つからないなどの課題も
あ

地域の動き「誰もが活躍できる地域社会の創生に向けて～ 地域貢献型デイサービスが果たす役割～」 鎌倉市環境保全課 鎌倉商工会議所会館ホール
11 月 21 日(木)14:00～15:30、鎌倉市商工会議所会

ています。この様な活動により、認知症の方は自分の

館ホールにおいて「誰もが活躍できる地域社会の創成

力を発揮する場が出来、いきいきとした日常生活を送

に向けて～地域貢献型デイサービスが果たす役割～」

っていますし、地域の方も認知症に対する理解が深ま

ト」のポケットティッシュ制作費に当てられます。ポケットティッシュなら子どもから大人まで手渡すことが出来る利便性

と題した講演会が当会の稲田代表理事を講師として

り、その結果マイナスイメージがなくなり、かつ子供

があり、また家庭の中まで情報を届けることが出来る唯一の身近なツールとしても利用価値がある点が認められたも

行われました。主催は環境部環境保全課でした。

達が安心して遊べる公園が見事に復活しました。

され「助成決定通知書」が授与されました。
助成金の使い道は、「認知症になっても安心して暮らせる町を創ろう！プロジェク

のと考えています。２０２０年度も、本当に情報を必要としている人たちの手もとに届くように、さらにていねいな取り組
みを継続していきたいと思っています。（代表理事 稲田秀樹）

講演会では稲田代表が鎌倉市今泉台で展開してい

稲田代表理事のデイサービス事業の運営の結果が、

るデイサービス事業、認知症対応型デイサービスの「

当会の目的である「認知症ケアを通じて地域のネット

ケアサロンさくら」と地域貢献を行なうデイサービス

ワーク作りを進めることにより、本人本位のケアを実

「ワーキングデイわかば」を立ち上げるまでの経緯と

現し認知症の人と家族の生

ワーキングデイサービスの活動の現状の話でした。

活を支援すること」を体現

「ワーキングデイわかば」では、認知症の方の力を

するものであり、皆様に紹

地域貢献のために活用して頂くということで、地域住

介する意義があると思いま

民も参加して、公園の花壇整備や清掃などが行なわれ

した。
（KWT）

