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やんもその一人だ。初めに紹介した樋口

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…３４

稲田秀樹

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

2020 年の夏、新型コロナウイルスの第 2 波と猛暑が同時に訪れた。8 月３日から
の 1 週間に熱中症で救急搬送された人の数は全国で 6664 人、一方新型コロナウイル
スの感染者数も 8 月３日からの 10 日間で 8943 人に達した。熱中症と新型コロナウ
イルスの患者数に相関はないが、高齢者など体力の低下した人の重症化リスクが高い
という点では共通している。地球温暖化だけでも解決のめどが立たないうえに、未知
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のウイルスとの共存を果たさなければならない事態となった。
感染防止に配慮した新しい生活様式は現実の形を伴って、いつの間にか私たちの生
活に根を下ろしている。温暖化による気候変動が猛暑や豪雨をもたらしている現実と
同じく、一人一人が感染症への対処も引き受ける状況となった。人が集まるところで
のマスク着用、飲食店などでの会食の自粛、人との距離を保つソーシャルディスタン
スが当然のように日常に侵入してきているが違和感を覚えなくなった。｢人とのつなが

ケアサロンさくら移転改修イメージ図

り」を遠ざけることが感染防止対策の最善策となった。効果的なワクチンや治療薬が開発されない限り、新型コロナウ
イルスの影響は継続するだろう。
鎌倉市今泉台の認知症対応型デイサービス「ケアサロンさくら」を 6 月末で閉所する通知を配布したのは 5 月 20 日
だった。昭和 40 年代につくられた商店街の店舗はコンパクトな構造で、利用者 1 人当たり 3 ㎡の設備基準を満たして
いても、一つのテーブルを囲むスタイルのデイルームでは 3 密の状況が生じるため、種々の感染防止対策を講じたうえ
で利用制限を行った。この対応により感染のリスクは回避したが売上げの 4 割減少という結果を招いて運営がままなら
なくなり、閉所という判断に至った。翌月、ケアサロンさくら閉所の知らせが今泉台町内会の会報に掲載されると、多
くの方から再開を願う言葉をいただいた。その声に背中を押されるようにして移転再開を模索し始めた。幸いすぐ近く
の公園の前に売り物件があるのを見つけ、資金調達の相談を進めながら改修工事のプラン作成に取り掛かかった。

緊急事態宣言が解除され行われた 7 月 5 日(日)、山崎の谷戸のさわやかな空気と「ヒデ 2」の歌を楽しみました♪
7 月 5 日（日）10：00～11：30 鎌倉中央公園で第３9

デ 2 のミニライブはすがすがしく『真夜中のギター』『亜麻

回かまくら散歩「夏の谷戸の風を楽しむ」をソーシャルデ

色の髪の乙女』がとても映えました。参加者からも「久しぶ

ィスタンスに配慮して約半年ぶりに開催しました。集まっ

りに皆に会えてよかった」「新鮮な空気が気持ちよかった」

たのはご本人とそのご家族 4 組と、市民ボランティア、ス

などの声が聞かれました。また畑作業をしていた山崎・谷

ちで介助を行えるよう配慮したい。建物と道路とに１ｍの段差があるためスロープを設置、これにより建物前の公園ま

タッフの 14 名でした。今回は谷戸作業には参加せず、近

戸の会の方も「音楽に癒されました」と声をかけてくださ

で１０秒でアクセスできる。テラス席も設けて屋外で食事をすることができるようにした。泊まりニーズに応えるため

藤英男さんと稲田秀樹さんのヒデ２ミニコンサートがメイ

いました。

消防法で求められるスプリンクラー設備設置し、家族が困った時には利用者に泊ってもらえる体制を整える計画だ。

ン活動でした。いつ雨が降り出してもおかしくない雲行

新型コロナの影響で閉じこもり気味だった皆さんも久

しかしいくら環境を整えても、それで感染者が出ないという保証はない。そ

きに、終了までは何とか持ってくれと祈りながらスタート

しぶりに交流を楽しまれていました。予想より早く降り出

れでも環境面で万全の感染防止対策をとることがこれからの介護施設には求め

しました。湿地の木道沿いにピンクのハスの開花や白く

した雨に、木陰へ移動しての第 2 ステージでは、歌声に惹

色づいたハンゲショウがとてもきれいで、マスク越しに

かれて集まってきた子どもたちからも拍手をもらいまし

会話を弾ませながら、ライブ会場の田んぼへ向かいまし

た。子ども好きの近藤さんは、雨あめ降れふれ…も歌い

た。7 月の中央公園というのも午前開催というのも初め

たかったようでしたが、雨足も強まってきたので雨支度

てでしたが、青々と育った稲が波打つ田んぼの前でのヒ

をして、ちょっと早い解散となりました。（TK）

建物の改修にあたっては「新しい生活様式」に配慮し、ハード面での感染防止対策を講じることを第 1 目標に設定し
た。これまでの事業所の課題を改善して広々とした空間を設けることにした。また換気設備を 8 カ所増設し常に空気の
よどみを改善、手洗い場も 4 カ所増設して可能な限り感染防止に配慮したプランにした。浴室も個浴を 2 ヵ所とする。
入浴介助時は利用者との接触が多くなる。浴室を 2 ヵ所にすれば男湯と女湯の使い分けもできるし、ゆったりした気持

られると考えた。費用が掛かっても、改修工事にこだわる理由はもう一つある。
今泉台に足を運んでこの 12 月で 10 年になる。この地域の人たちと築いてきた
つながりを発展させたい思いもある。町の中心ともいえる場所で、高齢者と子
育て世代の支え合いを視野に入れた取り組みの足掛かりができれば良いと、建
物の 2 階から望む公園と住宅地を眺めながら思う。
建物の 2 階からの公園と住宅地を見下ろす

「鎌倉中央公園での散歩の会に参加して」
オレンジカフェ開催日程等はカフェの主催者にお問い合わせください
今泉台オレンジカフェ 休止中 0467-40-4210

本人カフェ（大船） 休止中 0467-47-6685

由比ヶ浜オレンジカフェ 休止中 ０４６７-３９-６０８７

オレンジカフェだんだん(西鎌倉)第３日曜開催467-39-1525

小袋谷オレンジカフェ 休止中 0467-53-7025

梶原山オレンジカフェ 休止中 0467-46-8233

オレンジカフェ(常盤) 休止中 0467-43-1165

みんなで笑って楽しく脳若返り（笛田）休止中（開催検討中）０４６７－３１－８７８７

★次号５０号の内容★
会報５０号特別は１２月 1 日発行予定！
会員や地域からの報告記事を掲載！
９．２１アルツハイマーデーイベントの報告！
新型コロナウイルスの状況をみながら
今後の活動をみなさんと考えていきたいと思っています

★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

金野利佐

当日は母と娘の 3 人で参加しました。集合時間のころからポツポツと雨が降り出してきまし
たが、雨雲レーダーを眺めながらスタート。管理事務所から上池、湿生花園、下池と下ってい
きました。湿生花園の白いハンゲショウが美しく、しばらく見惚れてしまいました。公園内の
様々な木々や花、生き物を見るのは、楽しくもあり、勉強にもなりました。
コロナ禍で、外出を控える日々でしたが、屋外でのこうした散策は、癒しやストレス発散と
なり、大変有意義なひと時となりました。 雨が強くなってきたので、田んぼの脇で始まりか

写真上が金野さん家族

けたヒデ 2 のステージは、大樹の下に移動となり、雨宿りをしながら第 2 幕へ。同じく雨宿りをしていたチビッ
子も興味津々で、一緒に鑑賞となりました。知らない曲でもみんなで盛り上がれる、音楽の良さを再確認しまし
た。雨具を持っていない私たちは、スタッフの方がゴミ袋で作ってくださった即席ポンチョを着て帰路に向かう
こととなりましたが、初夏でしたので、寒い思いをすることなく助かりました。

一般社団法人 かまくら認知症ネットワーク会報 隔月刊

「若年性認知症ほっとサロン」

２０２０年９月１日発行 ＮＯ.４９

相談部会 鎌倉市御成町ギャラリー檜松

７月１９日（日）１３：30～1５：30 まで、鎌倉市御成町に

地域の動き

今回は初参加の方が何人かいらしたので、ご家族から

あるギャラリー檜松にて、「若年性認知症ほっとサロン」を

病気に気付いたころのお話を聞くことができました。入

行いました。若年性認知症の本人 4 名、家族 4 名、スタッ

院時にせん妄が出たのが病気に気付くきっかけだったと

フら計 1１名の参加がありました。今回の「ほっとサロン」

いう体験談や、なかなか受診もできず、病気とも思わな

では全員がマスクを着用し、入口で手指消毒を行い、飲食

くて、助言されても何を言われているのかわからなかっ

は屋外で行うことで感染防止に努めて実施しました。

たというご家族もいらっしゃいました。
その後、ティータイムになると外の庭に移動して、マス

ご家族の近況を伺いました。近況報告では、たとえ記憶が

クを外して紅茶やお菓子をいただきました。ティータイム

あいまいであってもご本人から話してもらっています。そ

には広い庭が即席ステージとなり、「ヒデ２」のミニライブ

の後、記憶のあいまいな部分をご家族が補足する場面も

も行われました。初めて参加されたご家族もウクレレで

見られました。またご本人のなかには、自分の生活スタイ

演奏に加わってくれました。夏の午後にしては涼し気な

ルから推測して話される方があったり、言葉が出にくくな

風が吹いていて、気持ちの良い午後のティータイムとな

っていて話が詰まる場面もありましたが、ご家族もスタッ

りました。

ていました。

「川名賢次とナミニケーションズ」

若年性認知症ほっとサロンは、今後も新型コロナウイル

鎌倉市由比ガ浜海岸 川名裕美

７月２６日（日）由比ガ浜海岸にて、nami-nications

今年は新型コロナウイルスの影響で自粛していました

（ナミニケーションズ）の仲間達と久し振りにサーフィンを

が、７月の活動再開時にはしっかりと感染対策をし、ソー

しました。サーフィンと言っても立って板に乗ることはで

シャルディスタンスをとり、密にならないよう少人数で行

きないので、腹ばいになって乗るのです。

いました。主人も仲間達に手を引いてもらい、海へ。２回

主人は、２０歳頃から波乗りをしていたサーファーでし
た。１１年前に若年性アルツハイマー型認知症の診断を受

初めに自己紹介を行い、その後いつものようにご本人

フもご本人さんたちも、穏やかな気持ちで話に耳を傾け

２０２０年９月 1 日発行 ＮＯ.４９
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ほど波に乗れました。
緊急事態宣言以降、コロナの影響で外出する機会がす

けてからはサーフィンはやっていませんでした。今から 5

っかりなくなっていたため、久しぶに大好きな仲間達に

年前、医療・介護関係のサーファー仲間達と

も逢えて、外の空気をいっ

「nami-nications（ナミニケーションズ）」というグルー

ぱい吸って、楽しい一日に

プを作って活動されている柴田さんが、仲間達に声をか

なりました。今後もしっかり

けて下さり、主人は約８年ぶりの海へ。それからは、月に１

感染対策を行って参加した

回集合して主人の波乗りをサポートしてもらっています。

いと思っています。(KY）

地域の動き

「すこやか歩こう会」

逗子市 逗子海岸

寄稿 服部 誠

スの感染防止にできる限り配慮して実施します。(IN)

「アルツハイマーデーオレンジプロジェクト２０２０」

まちづくり部会

鎌倉市

新型コロナウイルス感染拡大がはじまった 3 月から地

海岸につくと、５～６曲をクラリネットの伴奏で歌います。

域で行われている集まりの場・健康づくりの場がストップ

いつもご参加いただいている逗子にお住いの若年性認

してしまい、高齢の方、認知症の方など、多くの方の体力

知症当事者の近藤英男さんは、おしゃべりや歌を歌いな

低下が心配されています。

がら歩き、他の参加者を和ませるお得意のジョークで笑

密を避けて、屋外での運動が推奨されるようになった

わせたりして、すっかり歩こう会の中心人物になっていま

6 月、屋外を歩いてみんなで歌うのならばよいのでは…

す。これからも感染予防をしっかり行って、健康づくりを

と、認知症の方もご参加できる「すこやか歩こう会」を企

進めていきたいです。（MH）

画しました。
7 月から毎週火曜日 17:30 から行っています。毎回

★大船観音オレンジライトアップ

★「ヒデ２」野外ライブツアー in 鎌倉中央公園

10 名程度の参加で、行先はいつも逗子市役所から逗子

1994 年「国際アルツハイマー病協会」（ADI）は、世界

９月２０日(日)１４：００から鎌倉中央公園で「ヒデ２（ヒ

海岸の往復約 2.5 ㎞です。ちょうど夕焼けの時間に重な

保健機関（WHO）と共同で毎年９月２１日を「世界アルツ

デツー）」の野外ライブを行います。「ヒデ２」は 57 歳の

り、毎回違ったすばらしいサンセットを眺めながら逗子海

ハイマーデー」と制定し、この日を中心に認知症の啓蒙

時アルツハイマー型認知症の診断を受けた近藤英男さん

を実施しています。 また、９月を「世界アルツハイマー月

(現在 67 歳）と当会代表理事の稲田秀樹さん（５９歳）に

間」と定め、様々な取り組みを行っています。

よるフォークデュオグループです。

地域の動き

「さくら再生プロジェクトで通所施設再開を応援！」

鎌倉市今泉台

９月２１日（月）の世界アルツハイマーデーの夕刻、大船

グループ結成は 2017 年 1 月で、これまで 100 回以

新型コロナウイルスによる緊急事態宣言が解除された

ロジェクト」がスタートしました。プロジェクトでは移転再

観音がオレンジ色にライトアップされます。オレンジ色は

上のライブや講演活動を行っています。今年は新型コロ

７月２４日(金)の正午頃、コロナ禍で閉所となった鎌倉市

生される施設の改修工事費の支援を募るクラウドファン

認知症を応援するテーマカラーとして認知症啓発活動

ナウイルスの影響で活動を自粛していましたが、この秋

今泉台の認知症対応型デイサービス「ケアサロンさくら」

ディングを応援しいてます。

でも馴染みの色です。大船観音のオレンジライトアップ

から野外ライブツアー２０２０として公園などで活動を再

を再生させようと、地域住民ら１４人が集まり、コロナ禍

移転先の住宅では、換気設備を増設したり、一部の壁や

は当会が呼びかけ、大船観音寺の協力で実現しました。

開します。ライブの合間には認知症の体験を語ったり、

で閉所した事業所の再開を応援する「さくら再生プロジェ

間仕切りを撤去して空間を広げたり、建物の敷地に段差

楽しいトークも。

クト」の決起式が行われました。

解消のスロープを設置して外出を容易にするなど、“新し

このほか、神奈川県では、神奈川県庁舎やコスモクロ

ライブは十分な感染

「ケアサロンさくら」は、2011 年に鎌倉市今泉台に開

い生活様式に配慮した改修工事”を行います。コロナがあ

江の島シーキャンドル

防止対策を講じて実施

設して以来、一貫して地域に開かれた施設運営に努めて

っても安心な環境でのサービスが再開され、これからも

のライトアップがありま

します。屋外ですが参

きましたが、昭和時代の店舗を活用している空間が狭く、

地域とつながり続ける施

す。９月２１日はコロナ

加者はマスク着用、手

密になるため運営上の課題が生じて、事業所を閉所する

設であるように願ってい

の終息を願い、大船の

指消毒も。体調に不安

決断をしたものです。その後、町内会の会報に閉所を知ら

ます。（MI）

観音さまに手を合わせ

のある方は参加をお控

せる記事が掲載されると、多くの住民から再開を願う声

てはいかが。（IN）

えください。（TN）

が寄せられました。それらの声を受けて、「さくら再生プ

さくら再生プロジェクト
クラウドファンディング
はこちらです →

ック、横浜開港記念館、

