
『「ヒデ２」とその仲間たち』がＮＨＫ厚生文化事業団 

「認知症とともに生きるまち大賞」を受賞！ 
 

２０１６年１１月の若年性認知症のつどい（現ほっとサロン）で｢何か楽しいことやり 

ませんか」と近藤さんが言った。２人でバンドでもやろうかということになった。「な 

んちゃってでやりますか」と近藤さんが言った。なんちゃってとは、軽い遊びで、み 

たいな意味あいだ。その日初めて互いにギターを持ち寄ったものの、その日のサロン 

で私に急な相談の依頼が入ってその場を離れなければならなくなり、２人でギターを 

弾くことはできなかった。 

デビューライブの場所と日程はすぐに決まった。ちょうど翌年の１月に、かまくら認 

知症ネットワークの新年会の予定があり、会場のレストランにはピアノやギター演奏が 

できる設備があった。初ライブの日程と会場は決まったが、まだ問題があった。バンド名が決まっていなかった。近藤

さんと話し合うタイミングもなかったので、私の方でいくつか案を考えたが、どれもしっくりこなかった。 

その日、ギターの弦を張り替えるために戸塚の楽器店を訪ねていた。私は１０代の終わり頃にギターを弾いたことが

あるが、基本的なコードを覚えた程度だった。ギターは職場のある町のバザーで売れ残ったものをたまたまその年に頂

いた。ヤマハ FG-110 というギターで、フォークソング全盛の１９７０年頃によく売れたものだと聞いた。ギターの弦

の張替えを待っている間、楽器店の中をウロウロ見て歩いていて、ふと閃いた。「ヒデツー」と言ってみてお笑いグルー

プの名前みたいだと思った。近藤さんのオヤジギャグを思い出した。その場で妻の小夜子さんに電話をして、思いつい

たバンド名を伝えると、小夜子さんはクスクス笑いながら、わかりましたと言った。それでバンド名も決まった。 

「ヒデ２」デビューライブまであまり時間がなかった。しかしどうしても互いのスケジュールが合わず、２人で練習

する時間がとれなかった。仕方がないから、歌う曲を３曲だけ決めて、それぞれ自宅で練習してこようということにな

った。私も３５年ぶりにギターを手にしてみた。弾けるかどうか不安だったが、案外にも昔覚えた基本的なコードは指

が覚えているものだった。近藤さんもちゃんと弾くのはかなり久しぶりだといっていた。 

２０１７年１月２９日の「ヒデ 2」のデビューライブで最初に歌った曲は、「戦争を知らない子供たち」だった。この

曲は近藤さんが最もお気に入りの曲で、ギターを手にすると指が勝手に動いてギターを奏でさらっと歌って見せる。そ

れを見てこの曲がお気に入りの曲だということはすぐ分かった。デビューライブは上々の出来だったようで、「戦争を知

らない子供たち」「バラが咲いた」「見上げてごらん夜の星を」の３曲を歌い終わると歓声と拍手に包まれた。 

「ヒデ２」の活動は常に私と近藤英男さんと妻の小夜子さんの３人で行動するようになった。小夜子さんには２人で

使う楽譜の管理を頼んだり、ペットボトルのお茶を買ってきてもらったりというような、ちょっとしたことを頼んだり

した。ライブや講演の依頼が入ると小夜子さんに連絡してスケジュール調整をするようになった。打ち合わせをしたわ

けでもなく、私はツインボーカルのメロディーを担当し、近藤さんはハーモニー（ハモリ）を担当するようになった。 

私も近藤さんも練習嫌いで、ライブ前の打ち合わせもせず、歌う曲目も決めなかった。

他の人とセッションがある時は歌う曲目位は決めておくが、「ヒデ２」だけの時はその

場の気分で歌う曲を決めていく。私たちにはそんなやり方が楽しかった。 

そんな折、2017 年 9 月 21 日の世界アルツハイマーデーで神奈川県庁舎をオレンジ

色に染める神奈川県初のオレンジライトアップの記念イベントでの演奏の依頼が舞い

込んだ。ライブの様子はテレビ神奈川でも放送された。この辺りを契機に、神奈川県内

の様々な地域から演奏の依頼を来るようになる。（つづく） 

やんもその一人だ。初めに紹介した樋口   

ヒデ２デビューライブの様子 

 

写真上が金野さん家族 

今泉台オレンジカフェ 休止中 0467-40-4210  

由比ヶ浜オレンジカフェ 休止中 ０４６７-３９-６０８７ 

小袋谷オレンジカフェ 休止中 0467-53-7025 

オレンジカフェ(常盤) 休止中 0467-43-1165 
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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…３５  稲田秀樹 

一般社団法人 かまくら認知症ネットワーク会報 隔月刊                  ２０２１年１月 1日発行 ＮＯ.５０ 

オンライン本人家族カフェ（当会） オンライン開催 0467-47-6685  

本人カフェ（大船） 休止中 0467-47-6685 

オレンジカフェだんだん(西鎌倉)第３日曜開催０467-39-1525 

梶原山オレンジカフェ 休止中 0467-46-8233 

みんなで笑って楽しく脳若返り（笛田）オンライン開催０４６７－３１－８７８７  

１２月１３日（日） 午後、ギャラリー檜松に「ヒデ２」と、いつも活動を共にしている仲間が集まり、「認知症とともに生きるまち

大賞」のオンライン授賞式に参加しました。授賞式の時間帯は日が差して暖かな気候となり、リラックスして参加することがで

きました。賞を受賞した他の地域の取り組みも大変参考になり、今後の活動の励みにもなる一日となりました。（IN) 
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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  

ライトアップされた神奈川県庁舎 

『「ヒデ２（ヒデツー）」とその仲間たち』がＮＨＫ厚生文化

事業団「認知症とともに生きるまち大賞」を受賞しまし

た。今年は「コロナの時代が拓く“認知症とともに生きる

まち”」と題し、コロナがあっても全国に紹介し広げてい

ける取り組みの一つとして「ヒデ２」の活動が取り上げら

れました。 

「ヒデ２」の受賞の背景には、活動とともに仲間が増え

ていったことが評価されました。そうした背景から、受賞

名は『「ヒデ２」とその仲間たち』となりました。 

活動場所は認知症カフェ、イベント会場、講演、路上など

様々です。「ヒデ２」に触れた保育園児やその親世代、高齢

者、医療介護職など幅広い人々から「認知症のイメージが

変わった」、「元気をもらった」などの感想が多数寄せら

れ、仲間の輪が広がっていきました。 

コロナ禍が続くこれからも、呼吸を合わせ、互いにサポ

ートしあいながら心に響くハーモニーを奏でていきたい

と思っています。（ヒデ2 稲田秀樹） 

＊NHK厚生文化事業団のホームページより一部引用しています 

授賞式当日の様子 

●かまくら認知症ネットワークの活動 
１月の若年性認知症ほっとサロンはお休みです 
１月２０日１９：３０～オンライン家族勉強会 
２月１４日１４:００～オンライン本人家族カフェ 
オンラインイベントの申し込みはホームページ 
をご覧ください！ 



「第 4１回かまくら散歩～秋の谷戸の紅葉を楽しむ～」 支援部会 

  

「第 40回かまくら散歩～秋のフラワーセンターを歩く～」   支援部会 

１１月２８日（土）１３:３０～１５:００まで、ギャラリー飛翔

で行われました。この日は通常の活動日ではありません

でしたが、NHK 厚生文化事業団の「認知症とともに生き

るまち大賞」を受賞した『「ヒデ２」とその仲間たち』の取材

もあったことから臨時開催となりました。 

この日もいつも通りご本人ご家族の近況を伺い、ティ

ータイムで美味しい紅茶を頂いたあと 

は、ギャラリー檜松の広々とした庭で 

「ヒデ２」のミニライブになりました。 

認知症になって日々の苦労や心配は 

ありますが、楽しめることもあります 

これからもそんな発信を続けていき 

たいと思っています。(IN) 

１１月８日（日）１３：30～1５：30まで鎌倉市御成町にあ

るギャラリー檜松にて、「若年性認知症ほっとサロン」を行

いました。若年性認知症の本人３名、家族２名、地域包括

支援センター職員（ご本人の同行者）など８名の参加があ

りました。今回の「ほっとサロン」はギャラリー檜松で行わ

れていた認知症の人の作品展と同時開催となりました。 

初めにご本人ご家族の近況を伺いました。ご本人の近

況報告では、ご自分なりに認知症の進行を防止しようと

考えていることや、生活に支障があっても何とかやって

いる様子を話してくれる方がいました。今回は初参加の

当事者が２人いましたが、それほど緊張することなく会話

の輪に入っておられました。ご家族からは、病気の経緯に

ついてお聞きしました。（IN） 

１１月６日（金）～８日（日）まで、「さくらわかば展２０２

０～私の作品展～」が行われました。作品展には認知症

デイサービス現在は休止中の「ケアサロンさくら」に通所

していた方や、地域貢献を行うデイサービス「ワーキン

グデイわかば」に通所している認知症のある方など２０

名の絵画や陶芸、手芸作品４０点が展示さていました。 

会場のギャラリー入り口には手指消毒液が設置され、

受け付けて氏名住所を記帳して展示室の中へ入ると、た

くさんの作品が壁につるされていました。カウンターに

は陶芸作品や手芸作品も飾られたりしていました。作品

を出品した方々は、デイサービスで初めて絵を描いた方

も少なくないとの事でしたが、どれも個性的で素敵な作

品ばかりでした。来観者は作品を展示した方やそのご家

民 

    「若年性認知症ほっとサロン」 相談部会 鎌倉市御成町ギャラリー檜松  
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10 月２５日（日）第 40 回かまくら散歩～秋のフラワー

センターを歩く～を開催しました。秋晴れの気持ちの良い

午後、認知症ご本人6名、ご家族５名、鎌倉学園インターア

クト部中高生６名と顧問、山手学院ボランティア部 3 名と

顧問、サポーター６名、スタッフ3名の総勢３１名の参加が

ありました。 

当日はハロウィンのイベントもあってか思いのほかの混

みようで、入り口では手指消毒や検温でしっかり新型コロ

ナウイルス予防対策を行っていました。芝生広場には今年

もハロウィンの巨大カボチャがありましたが、子どもたち

に占領されて、集合写真はコスモスの前で撮りました。グ

リーンハウス（温室）ではバナナが大きな房を実らせ、睡蓮

が赤や白の花を可憐に咲かせていました。 

初めて参加されたご本人が 2 名あり、食虫植物に興味

を持たれたようでした。新型コロナがなければサポーター 

 

の中高生たちが一緒に歩いてもっと近くでお話できたの

ですが、それぞれがソーシャルディスタンスを意識して歩

いていたので少々物足りませんでした。 

人混みを避けるため秋の美しいバラ園を急いで見て、

季節外れの藤棚の下へ移動しました。間隔を取ってベン

チに座り、恒例の「ヒデ２」ミニコンサートをのんびり楽し

みました。 

真夜中のギター、戦争を知らない子供たち、バラが咲

いた、見上げてごらん夜の星を、の演奏に自然に手拍子

が起きました。「ヒデ２」トークも快調で「ギターも歌もこ

んなに上手なのに本当に認知症なんですか？」と稲田ヒ

デさんが問えば、すかさず「ばっちり！」と返す近藤ヒデ

さん。「そんなにうまいわけではないけれど、みんなに楽

しんでもらえればいい」と話す「ヒデ２」の明るさにみんな

力をもらって帰りました。（TN）      「オンライン認知症家族勉強会」 支援部会 オンライン開催 

１１月６日（金）～８日（日）まで、「さくらわかば展２０２

０～私の作品展～」が行われました。作品展には現在は

休止中の「ケアサロンさくら」に通所していた方や、「ワ

ーキングデイわかば」に通所している方など２０名の絵

画や陶芸、手芸作品４０点が展示さていました。 

会場のギャラリー入り口には手指消毒液が設置され、

受け付けで氏名住所を記帳して展示室の中へ入ると、た

くさんの作品が壁やカウンターに飾られていました。デ

イサービスで初めて絵を描いた方も少なくないとの事

でしたが、どれも個性的で素敵な作品ばかりでした。来

観者は作品を展示した方やそのご家族、友人知人、介護

関係者、ギャラリーのある地域の住民など、3日間で８０

名の方が訪れたそうです。 

絵を描き始めて３か月の認知症の方の抽象的な作品

が Tシャツに加工され販売されていたり、富士山の写真

を撮り続けている方のフォトブックの予約を受け付けて

いたり、展示だけでなく作品を様々な形で社会に発信す

る工夫がされていました。 

 また作品販売コーナーでは、ワーキングデイわかばの

皆さんが作った手縫いコースター、手縫い花柄マスクや 

作品の絵葉書が良く売れていました。作品の販売代金は

作品の材料費に充てるほ 

か、デイサービスのメンバ 

ーに還元する仕組みにな 

っているということでし 

た。（KYT） 

 

 

 

11月21日（土）第4１回かまくら散歩～秋の谷戸の紅

葉を楽しむ～を開催しました。事前の体温チェックを済

ませ、認知症ご本人７名、ご家族３名、鎌倉学園インター

アクト部中学生４名と顧問、サポーター12名、スタッフ3

名の総勢30名がマスク着用で鎌倉中央公園池のほとり

に集合しました。このほど「ヒデ 2」の活躍が認められ「ヒ

デ２とその仲間たち」として 2020年NHK厚生文化事

業団の「認知症と共に生きるまち大賞」を受賞したので、

取材で 2 名のカメラマンも同行しました。全員に手指消

毒をしていただき、いざ出発。小春日和でカエデやケヤ

キの紅葉が青空に映えました。マユミ、ピラカンサ、トベ

ラの赤い実やツワブキの黄色い花を楽しみながら野外

体験広場まで歩くころには汗ばむほどでした。広場は人

出た 

が多かったので田んぼ前まで足をのばし、道端の草の上

にちょうど良い間隔で腰を下ろすと、「ヒデ 2」ミニコンサ

ートの始まりです。いつもながらの素敵なハーモニーに

観客席から「いいねえー」という声が漏れました。 

パートナーについて稲田ヒデさんが「僕が支えている

と思う人がいるかもしれないけれど、互いに支えあうチ

ームだからハーモニーになる訳で、普通の関係なんです

よ」と語れば、うなずく近藤ヒデさん。二人の歌とおしゃ

べりに癒され、みんな笑顔になっていました。取材の２台

のカメラがヒデ２の前から後ろから、近くから遠くから撮

るカメラワークが面白かったです。近藤さんの鎌倉学園

の後輩たちや通所されているデイサービス・アニエルチ

のスタッフや子どものインタビューもありました。（TN） 

     地域の動き 「さくらわかば展２０２０～私の作品展～」  ギャラリー檜松 鎌倉市 

11月 18日(水) 19:30～20:４５、日頃の介護につ

いて考えたり、学んだりしてみませんか？と認知症の方

のご家族の方に声をかけてオンラインで開催しました。

オンラインのツールはZOOMを使用しました。 

勉強会では、認知症の基礎的な理解を深め、認知症の

ある家族との関わり方を学んでもらいました。全 3 回

で、第 1 回目は、疾患の理解とケアの考え方を学んでも

らいました。講師は当会の稲田代表が務めました。勉強

会には実際に介護をしている家族6名が参加し、ご自分

の介護の困りごとを話し合ったりしました。 

コロナで認知症カフェが中止になったり、つながりが 

作りにくくなっているため、オンラインとはいえ、顔を見

ながらの勉強会は楽しく、自然に笑顔を交わし合ってい

たのが印象的でした。 

今後もコロナで外出を控えなければならない状況は

変わらず、また認知症の症状は時々に変化するため、継

続して勉強会を開催します。 

開催日程は当会のホ 

ームページに掲載します 

のでご確認 

ください。 

（IN） 

 

 

 

 


