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やんもその一人だ。初めに紹介した樋口
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新型コロナウイルスによる緊急事態宣言を受けて、日本各地で外出自粛が呼びかけられ、講演
会や認知症カフェなどの人が集まる活動やイベントは中止を余儀なくされた。飲食店や劇場、商業
施設などに休業要請が出されると、商店街などは閑散として社会活動が停滞するようになった。
地域の医療機関の多くが発熱のある人の立ち入りを断る事態になった。介護や医療の施設の多く
でマスクなどの衛生材料が手に入らないという深刻な混乱に見舞われた。
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このような状況が起こるとはまるで予想できなかった。新しいタイプのコロナウイルスの戦略は
まさに私たちが大事にしてきた「人とのつながり」を遮断した。というよりもそれは新型コロナウ
イルスの戦略であった。じっくり忍び寄るように人の体内に入ったウイルスは時間をかけて増殖し、
知らない間に致命的な肺炎をひき起こした。このウイルスから逃れるために私たちは「密閉」「密
集」「密接」を避けて家に引きこもるようになった。スーパーやコンビニのレジでは感染のリスクを
考慮して一定の間隔を保って並ぶソーシャルディスタンスが呼びかけられた。

２０１９年度のかまくら知症ネットワークの活動を写真で振り返ってみました。活動を通じて人々がつ
ながり、たくさんの笑顔が生まれました。新型コロナウイルスによる影響で私たちの暮らしは一変して
しまいましたが、私たちが育んできたものは無駄ではなかったはずです。現実に向き合いながら、これ
までのつながりを生かして、新しい日常を創っていきたいと思っています。
代表理事 稲田秀樹

このような状況が人に及ぼす影響はどうだろうか。人間は社会的な存在であるから、「孤立」という状況は大きなストレ
スになる。感染が怖いからと言って自宅にこもりきりになれば、別の社会的問題を誘発する。高齢者はウツ的になりやすく
運動不足から筋力が衰える人が出てくる。認知症の状態を悪化させる人も増える。家庭内での虐待や家族の不和や子育て
のストレスも増加する。それらの状況に追い打ちをかけるように経済的な困窮という現実が覆いかぶさる。私たちは巨大
な暗闇のなかにいるように行き先を見出すことさえできない。
話は変わって、２０２０年のかまくら認知症ネットワーク新年会は当事者のＮさん（７８歳）による乾杯で幕を開けた。Ｎさ
んがグラスを高く掲げると、この一年が皆にとって良い年であるようにとの願いをこめて、会場に集った３０人の手が一斉
に高く上がった。乾杯の発声の大役を果たしたＮさんはノンアルコールビールに舌鼓を打ち、「旨い」と言った。
Ｎさんがデイサービス「ワーキングデイわかば」に通所してしばらくたった頃だ。通所を始めて１ヵ月もすると極端に栄養
状態が悪化した。3 キロも体重が減少したので以前患った胃がんが再発したのではないかと心配したのだが、実はその頃
のＮさんは一人で毎日スーパーに行っては缶ビールを 6 缶買って帰り、夜通し飲み続けていた。5～6 年以上も前からそん
な生活を続けていたということを奥様から聞かされたのは体重減少が起きた後だった。家族もデイサービスのスタッフも
ケアマネジャーもＮさんがアルコール依存症であることには気付かなかった。アルコールが認知症の原因である可能性を
奥様に伝えた。主治医に相談してもらうとすぐにアルコール依存症の治療薬が処方された。
Ｎさんに植物のスケッチを勧めてみたのはその頃だった。スケッチを勧めてはみたが描き方は教えなかった。するとＮ
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さんはなぜか定規を使って葉脈の間隔を測って描いてみたり、葉脈に番号をふってみたりした。なんで葉っぱを定規で描
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けるのか不思議だったが、楽しかったらしく、どんどん腕を上げていった。ワーキングデイで草刈りにいく度に題材にする
葉っぱを拾ってくるようになった。私を含めてワーキングデイわかばのスタッフはただ見ているだけだった。
葉っぱのスケッチを始めて半年が過ぎた頃、Ｎさんのほうから鉛筆スケッチに色を塗りたいと言ってきた。今度は基本
的な色の塗りかたを教え、作品が仕上がるとサインを入れて額に収めた。スケッチをするようになって N さんの生活にも
大きな変化があった。アルコールは一滴も口にしなくなった。心配だった年末年始もノンアルコールビールがあれば満足だ
といった。Ｎさんは見違えるように元気になった。今はアルコール依存症の薬も服用していない。
人はだれかとつながることで元気になる、この事実を私たちは絶対に忘れては

Ⅱ

いけない。N さんのスケッチへの探求心をみていて、誰でも自分のなかに可能性を
秘めていることを私は学んだ。お仕着せの支援ではない、生きる本質に関わる支援
とは何かを考える機会となった。新型コロナウイルスは私たちの暮らしを一変させ
たが、私たち一人一人のなかの可能性がすべて閉ざされたわけではない。この悪循
環から抜け出る方法がきっとあるはずだと、乾杯の発声とともにノンアルコールビ
ールの入ったグラスを高く掲げたＮさんの手が語っていたのではないだろうか。
額に飾った 2 点の絵をバックに写真に収まるＮさんと私

記事の掲載にあたってはＮさん本人とＮさんのご家族の了解をいただいています。

オレンジカフェ情報は
★次号 49 号の内容★
会報 49 号は 9 月 1 日発行予定です
会員の方などの近況報告記事を掲載する予定です
認知症の方や家族への緊急アンケートを行い公表します
新型コロナウイルスの状況をみながら
下半期の活動についてできることをお知らせします。
ｄ

今回はお休みします
★入会ご希望の方…TEL0467-47-6685、FAX0467-39-5490
2020 年度は年会費をいただきません、入会無料とさせていただきます
１．個人正会員 ３０００円
２．個人、団体賛助会員 ２０００円（一口以上）
３．寄付金（寄付金のご協力をお願いいたします）
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

◆↑「DK リーグ神奈川認知症ソフトボール大会」
◆↑「D シリーズに行こう！」毎年静岡県富士宮市開
催の「D シリーズ・認知症ソフトボール大会」は新型
コロナウイルスの影響で中止となった。

一般社団法人 かまくら認知症ネットワーク会報 隔月刊

２０２０年５月１日発行 ＮＯ.４８

「もし明日、親が倒れても仕事を辞めずにすむ方法」研修部会 鎌倉市
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一般社団法人かまくら認知症ネットワーク ２０１９年度事業報告
一般社団法人かまくら知症ネットワークの２０１９年度活動報告です。２０１９年度は新しい取り組みもあり当
事者の社会参加の機会は増えています。一方で活動量が増えた分、会報の発行回数が不定期になり、活動内容
にも変化がありました。２０２０年度は新型コロナウイルスの影響で外出自粛を要請されていますが、感染防止
に努めながら新しい生活様式のなかで活動の方向性を見出していきたいと考えています。

令和 2 年 2 月 13 日（木）、鎌倉市福祉センターにおい

を聴きながら、介護と仕事の両立の問題を解決していく

て、NPO 法人となりのかいご代表理事の川内潤先生よる

ためには、早期に医療や福祉関係者に相談すること、親

「もし明日、親が倒れても仕事を辞めずにすむ方法～仕事

の介護は「介護のプロ」に、家族は「愛情」を、という言葉

を続けることこそ親孝行～」が行われました。

が印象的でした。親の介護で困ったら、まずは地域包括

介護と仕事は両立できる…、仕事をしていて親が介護

支援センターに相談しましょう。特に遠方に住む親の介護

状態になってしまうとどうしても、「仕事」と「介護」のどち

では、家族で役割を分担したり、介護サービスを活用する

らかを選択してしまう傾向があるようでます。男性の多く

事が重要だと感じました。

は、ぎりぎりまで仕事を優先します。仕事の合間やプライ

講座後のアンケートにも「解りやすかったです。もっと

ベートなどの用事がないときに親の様子をみているうち

いろいろなところで話が聞ける機会があると良いです

は良いのですが、いざ自分が介護する立場になると、介

ね」という言葉がありました。仕事を行いながら、親の介

護にのめり込んでしまい、親の面倒をみるために、突然仕

護をしていく。その為には、決して一人で悩まないこと。

事を辞めてしまったりする人がいます。そうなると経済的

介護者が笑顔になれば、介護を受ける人も笑顔になれる

にも生活を圧迫してしまいます。親の介護を遠い未来のこ

こと。笑顔が伝播することこそが、本当の介護なのだと今

とと思って目を向けない自分もいます。川内先生の講義

回の介護講座で学びました。（ＴＳ）

を

「今年 1 年を元気に暮らせるように願いを込めて」 かまくら認知症ネットワーク新年会 鎌倉市
令和２年１月１９日（日）、大船のイタリアンレストラン「パ

ているお話や、その作品の絵葉書を見せてもらったり、弾

ラッツオビオラ」にて、一般社団法人かまくら認知症ネット

き語りをされている姿を見て「認知症に対する意識が変

ワークの新年会が開催されました。３０名の参加者のう

わりました」と驚かれていました。

ち、当事者の方の参加は５名でした。鎌倉市以外からも、

最後に沢山の方々からメッセージを頂きましたが、認知

町田市の認知症フレンドシップクラブ町田事務局の方や

症当事者の方々の声が一番大きくて、皆さん笑顔で、お

横浜総合病院臨床研究センター長の医師の先生など、多

元気でした。この会の主役の皆さんが会の企画や運営に

方面の関係者の方にもご参加いただきました。

携わっていらして、「認知症になっても、まだまだ出来る

新年会は例年通り、認知症当事者の方による乾杯の発
声から始まり、「ひろし&きー坊」の感動的な弾き語りや
「ヒデ 2」3 周年記念ライブがあり、ステキな景品が当たる
抽選会もあり、賑やかな会となりました。

事は沢山ある」というメッセージを発信している、素晴ら
しい新年会でした。（YW）
この新年会の 1 か月後辺りから、中国武漢で発生した新
型肺炎の影響が日本や世界各地においても見られるよう

参加者の中には、普段は全く介護や認知症と関わりの

になり、私たちも活動休止を余儀なくされました。今年は

ない生活をされている方もいらっしゃいました。認知症の

一人一人が笑顔で暮らせるために、自分たちにできるこ

当事者の方々が、素晴らしい哲学的で精密な絵を描かれ

とを共に考えていく 1 年になりそうです。（IN）

ている

◆広報部会

参加者延３５人（本人延７人、１回平均１．４人）

①会報を年３回（５月、９月、１月）発行しました。

３月は新型コロナウイルスの影響で中止しました。

※封筒詰作業はワーキングデイわかばの認知症当事者の

◆研修部会

みなさんにお願いしました

①２０１９年度若年性認知症講演会

②ホームページに会報チラシを掲載しました。

「認知症について認知症の人から学ぼう！鎌倉Ⅱ」

「ＲＵＮＴＯＭＯ＋かまくら」のページを作成しました。

参加者１６０人 会場 鎌倉芸術館集会室＋和室（控室）

③サポーターズメーリングリスト

認知症本人の講演と本人シンポジウム

２０20 年３月３１日現在、登録者６９名

登壇 近藤英男氏、松浦謙一氏、山根功氏、中村成信氏

④掲載記事等

演奏 ポスター展示、協力７団体、後援６団体

以下の活動が新聞やＴＶで報道されました。

※2019 年度日本郵便年賀寄附金助成により実施

・NHK 特報首都圏「鎌倉市へ認知症書籍 100 冊寄贈」

②認知症家族教室

・タウンニュース「認知症の人から学ぼう！鎌倉Ⅱ」

認知症の人の家族を対象に疾患や症状の理解、家族と

・神奈川新聞 「認知症の人から学ぼう！鎌倉Ⅱ」

しての関わり方の基本を学ぶ勉強会を行いました。

・タウンニュース「RUNTOMO+かまくらプレイベント」

「認知症を理解して関わりの基本を学ぼう」全３回

◆支援部会

参加者 延１６名 NPO センター鎌倉２階会議室

①かまくら散歩

③第 8 回認知症介護講座

認知症当事者、家族支援者が鎌倉の寺社を巡ったり、フラ

「もし明日、親が倒れても仕事を辞めずにすむ方法」

ワーセンターを散策したりしました。

参加者 28 人 鎌倉市福祉センター第 1・第 2 会議室

・第３４回かまくら散歩 ～春の大町寺社めぐり～

講師：川内潤氏 ＮＰＯ法人となりのかいご

参加者２９人（本人 5 人） 鎌倉市大町周辺

④若年性認知症支援ネットワーク研究会（事務局協力）

・第３６回かまくら散歩 ～フラワーセンターを歩こう～

３月３日(火) 鎌倉芸術館集会室

参加者２４名（本人 6 人） フラワーセンター大船植物園

※新型コロナウイルスの影響により中止しました

２０１９年は天候不順の多い年で第３５回、第３７回かまくら

◆まちづくり部会

散歩は荒天のため中止となりました。

①世界アルツハイマーデー啓発プロジェクト

②かまくら磨き

「認知症になっても安心して暮らせる町を創ろう！」

９月のアツルハイマー月間に鎌倉を美しくする会、鎌倉学園

鎌倉市内を中心に３４の機関、団体が協力して認知症

インターアクト部の協力を得て清掃活動をしました。

に優しい１０の取り組みが開催されました。

大船ルミネ２階通路 参加者１８名（本人２人）

②神奈川県世界アルツハイマーデー普及啓発イベント

③本人カフェ

横浜そごうイベントスペースで行われたアルツハイマ

毎月第４土曜日に認知症本人が楽しく過ごしています。

ーデーイベントの実施に協力しました。

実施回数９回 大船カフェ茶るら貸スペース

③ＲＵＮＴＯＭＯ＋かまくら２０１９（事務局）

参加者延 63 人（本人延３1 人 １回平均 3.4 人）

市内地点をスタートし認知所当事者、支援者ら２５２

２月、３月は新型コロナウイルスの影響で中止しました。

名が参加してタスキをつなぎました。

◆相談部会

④ＤＫリーグ・神奈川認知症ソフトボール大会（事務局）

①若年性認知症ほっとサロン

参加者数３９人（本人１４人） 藤沢市葛原スポーツ広場

若年性認知症ほっとサロンをギャラリー檜松で年５回開催

➄Ｄシリーズ・全日本認知症ソフトボール大会参加

し当事者家族が情報交換を行いました。

※新型コロナウイルスの影響で中止となりました

