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ケアサロンさくらを開所した 2011 年夏、今泉台の人気の少ない公園に散策に出か
けるのが日課になった。公園の中央には 1 本の木の生えた円形の緑地があった。公園
の向かい側には町内会館があるが平日の昼間には訪れる人も多くはなかった。静かな
公園という印象だった。その公園に花壇を作ったら、遊びに来る親子やデイサービスの
利用者や、地域の住民たちの憩いの場になるのではないかというプランは、初めの頃
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から浮かんでいた。しかし町内会の役員の方にその相談をすると、みな一様に否定的な
答えしか返ってこなかった。否定的な答えとは、「花壇を作って花を植えても、夏場に水

花壇ができて最初の花植えの様子

やりができずに枯らしてしまうから…」というものだった。
その次のタイミングは公園清掃などの地域貢献活動を行うデイサービス「ワーキングデイわかば」ができた時だった。ワー
キングデイサービスの活動内容について説明する機会を与えられた私たち（スタッフと認知症当事者）は、住民や町内会役
員の前で自分たちの活動について説明し、その場で吉ガ沢公園への花壇設置の提案を行った。当時の町内会会長からＯＫ
の返事を頂くと、さっそくデイサービスに通う認知症の当事者と話し合いを持った。花壇整備の目的やコンセプトについて
話し合い、当事者たちの意見を反映した花壇整備計画を作成して町内会へ提出した。町内会からの許可が下りると、さっそ
く花壇の整備に取り掛かった。2016 年の初夏には、整備された花壇に花を植えるために、地域の子供会やつながりのあ
る住民に声をかけた。花植えの当日には、通所している認知症当事者らと子どもたちが協働で次々と花を植えていった。
植え終わると、就学前の小さな子どもたちが花に水をあげていた。
株式会社さくらコミュニティーケアサービスと言う社名には、介護サービスを通じて地域のコミュニティーを支え育んで
いこうという思いが込められている。公園整備の取り組みを始めてみると、それまで見たことのない親子の姿が少しずつ
増えていった。きれいな公園があるからわざわざ坂の下の町から遊びに来たという話を聞いたこともある。そんな評判が

デイサービスに通う認知症の人と住民・子どもたちが協力して花壇に花を植えました♪

伝わって、今では毎日乳幼児を連れた親子 4～5 組が遊びに来るようになって、小さな子育てでつながった親子のコミュ
ニティーも生まれているようだ。住宅地の公園を整備していると、様々な人たちとの出会いがある。公園に遊びに来る親

１１月２３日（火）鎌倉市今泉台の吉ガ沢公園で花壇の花

この日、植えられた花は 180 ポット、黄色や赤や青色の

子、高齢者や住宅地内の工事現場で働く人がベンチで休息していたり、住民の散歩コースになっていたりする。公園の花壇

を植え替える作業が行われました。植えたのはパンジー

鮮やかな色の花を植え終わるとみんなで記念撮影、みん

はそれらすべての人の憩いの場となった。

の花を植える作業が行われました。この日、普段からこの

なで手を振る姿がとても活き活きしていました。

2021 年の夏のある日、公園のベンチではデイサービス「ワーキングデイわかば」の利用者が赤ん坊を抱いてあやしてい
た。すぐ脇にはベビーカーが止めてあるが、赤ん坊のお母さんは 2 歳になる子どもと反対側にある砂場で遊んでいた。い

公園の清掃や花壇の整備活動をしているデイサービス

デイサービス「ワーキングデイわかば」では、日頃から認

わば赤ん坊は置き去りのような状況だが、決して置き去りにしているわけではない。子育て経験豊富なおばあちゃんが子
守をしているから安心なのだ。デイサービスの女性スタッフはその様子を少し離れたところから見ているだけで、特別に手

「ワーキングデイわかば」の認知症のある利用者、近隣住

知症のある利用者が公園の落ち葉を掃いたり、花壇の手

民、普段からこの公園で交流のある親子など、総勢２０人

入れなどの地域貢献活動を行っています。公園の花壇の

ほどが、手に手にシャベルを持って集合、ポットに入った

整備費用のうち、花苗代と肥料などは町内会が負担して

花の苗を手早く植えていきました。

います。公園には子どもを連れた母親たちが何組も遊び

を出すわけでもないし、どちらかというと、自分自身も赤ん坊を抱きたそうな様子にみえる。
もちろんこんなことが日常になるまでには時間を要する。お酒だって人だって成熟する
までにはある程度時間がかかるものだ。ただし、それには条件があって、毎日毎日、愛情を

作業は公園に遊びに来ていた親子も参加、花の植え方

に来ていて、清掃活動をしている認知症の人たちとの自

もって水をあげたり、雑草を摘んだり、花の様子を気にかけたり、公園の周囲の草を刈った

を認知症の高齢者から教わる子どもの姿も見られまし

然な交流が生まれています。また吉ガ沢公園には町内会

り、落ち葉を掃いたりという積み重ねがあってこそ、やがて蕾をつけ花を咲かせることが

た。この花壇は今から５年前に認知症のあるデイサービ

館が併設されていて、町内会の役員の人たちもその様子

できる。共生とは、偉い人が指示すれば一夜にしてできるものではなくて、そうした日々の

スの利用者とスタッフらによって整備されたもので、今

を見守っていています。認知症になっても地域で活躍で

ではいつでも花が咲いているきれいな公園として近隣地

きる場づくりの試みが、公園とデイサービスを起点に始ま

域の住民の間でも評判になるほどです。

っています。（IN）

積み重ねの成果なのだ。認知症のある高齢者たちが目指した“みんなが仲良く暮らせる町”
花壇ができ子供との交流が日常に

のビジョンは、日々の積み重ねの中で小さな成果を上げ続ける。今日も、明日もだ。

認知症カフェ開催日程

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

◆コラム

コロナ禍での認知症啓発を考える

代表理事 稲田秀樹

本人カフェ（大船） 問合せください 0467-47-6685

梶原山オレンジカフェ 休止中 0467-46-8233

◆１２月７日、神奈川県世界アルツハイマーデー普及啓発実行委員会（通称チームオレンジ９．２１）のオンライン会議

今泉台オレンジカフェ 1 月１ ５日（土） 0467-40-4210

由比ヶ浜オレンジカフェ 休止中 ０４６７-３９-６０８７

があり、コロナ禍での認知症啓発について意見交換を行った。実行委員会では毎年神奈川県の認知症啓発イベント

おしゃべりカフェだんだん(西鎌倉)第３日曜０467-39-1525 オレンジカフェ(常盤) 休止中 0467-43-1165

活動予定
●1 月 25 日（火）1９:00～RUN 伴説明会 認知症フレンドシップクラブ
●3 月１３日（日）10:00～11:30 第 47 回かまくら散歩 ～玉縄
桜を見に行こう～ 日比谷花壇大船フラワーセンター
●３月 16 日（水）19:30～20:45 オンライン家族勉強会＋家族
カフェ “ 認知症のワンポイント講座とおしゃべり会”ZOOM
オンライン開催

入会案内
★入会ご希望の方…TEL0467-47-6685、FAX0467-39-5490
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
当会の運営は会員の年会費及び寄付金で成り立っています！
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（寄付のご支援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

の開催に協力している。◆名前に神奈川県とあるが、神奈川県とも県内の市町村とも独立した組織だ。３７人の実
行委員は神奈川県内の各地域で何らかの認知症啓発や支援活動を行っている。しかし新型コロナウイルス感染症
の影響で２年続けて啓発イベントは停滞せざるを得ない状況となった。◆会議では各地域でどんな感染対策や工
夫をして、何が出来たのか、何が出来なかったのかを話し合った。コロナ禍の啓発活動を振り返って思うのは、私
たちが認知症の「何を」「どのように」「誰と一緒に」伝え広めていったらよいのかということだ。◆コロナ禍によっ
て嫌でも優先順位を付けざるを得なくなったりした。参加した実行委員の報告を聞いていて「伝えたいという思
い」を持ち続けるという、大事なことはその 1 点に尽きるのかもしれない、と思ったりした。

いお
一般社団法人 かまくら認知症ネットワーク会報 隔月刊

２０２２年１月１日発行 ＮＯ.５３

え

「 フラワーセンターで秋 の花 を見 て歩 きました♪」
１０月２４日（日）と１１月１４日（日）にかまくら散歩を行
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「第４回認知症家族勉強会＋家族カフェ」

支援部会

きながら、介護の相談や質問に答えたりしていました。

研修部会 ZOOM オンライン開催

１１月８日（水）１９：30～20：４５まで、ZOOM によるオ

に手にビールやお茶の入ったカップを掲げて、全員で

ンライン開催で、「第４回認知症家族勉強会＋家族カフェ」

乾杯した後は、それぞれが話したいことを話す時間と

を行い、認知症の方の家族本人６名の参加がありました。

なりました。認知症家族勉強会は家族の体験を共有す

いました。１０月２４日の第４５回かまくら散歩には、認知

１０月２４日は１２人の参加者でハロウィンの飾り付けで

症の当事者３人、家族、市民、スタッフら１２人が参加し

賑やかな園内を散策して歩きました。園内のいたるとこ

ました。また１１月１４日の第４６回かまくら散歩には、認

ろに子どもたちの姿がたくさんみられ、認知症の当事者

勉強会では、参加されたご家族がひとりひとり近況報

ることで、日頃の悩みやストレスを発散する場としても

知症の当事者 8 人、家族、市民、スタッフら 25 名が参

の方々も、子どもたちに混ざってハロウィンの飾りの前

告を行い、日頃の介護の様子やケアの工夫について伺い

機能し始めています。今年度は３月１６日（水）に今回の

加して行われました。いずれも会場は日比谷花壇大船フ

で記念写真を撮っていました。

ました。レビー小体型認知症のご家族からは、ガラスに映

カフェスタイルで勉強会を開催します。（IN）

ラワーセンターで、バラやコスモスや菊などの花が咲く

１１月１４日もバラ園では色とりどりの秋のバラが咲い

る影や模様が幻視（錯視）を引き起こすことがわかり、ガ

園内を散策して歩きました。散歩の開始前の 9:15 分か

ていました。参加者はそれぞれに写真に収めたり、参加者

ラスに紙を貼る対応を行ったところ、症状が軽減したとい

らは、集合場所となっているオープンカフェで「本人カ

同士で記念写真を撮る姿が見られました。「いつ来てもた

う経験談が聞かれました。またこの勉強会で他の方の服

フェ」を実施しました。本人カフェには、認知症の当事者

くさんバラが咲いているね」とご本人の感想も聞かれま

薬調整の例を主治医に話したところ、薬の処方の調整に

ら７人が参加、故郷の話や趣味、介護サービスの話題に

した。またこの日は菊花展が開催されていました。

つながったなど、家族同士が集い、体験や情報を共有する

花が咲いて、楽しい時間を過ごしました。

今年は大船フラワーセンターで回数を増やしてかまく

「本人カフェ」が終わると他の参加者も集合し、園内を

ら散歩を実施しました。コロナで制限の多い生活が続い

散歩、バラ園やコスモスの花の前で写真を撮ったり、歩

ていたので、ほっと一息つく時間となりました。（TN）

ことの大切さを感じるお話も聞けました。
近況報告の後は忘年会を兼ねたカフェタイムとなり、手
に全員

地域の動き

設立１０周年記念講演会

「認知症について認知症の人から学ぼう！鎌倉Ⅲ」

じ
１０月１７日（日）、一般社団法人かまくら認知症ネット

鎌倉市今泉台コミュニティカフェ 6 丁目クラブ

１２月１日～２５日まで、鎌倉市今泉台のコミュニティカ

が作品世界に投影されていのだそうです。これまで作品

フェ６丁目クラブで当会の代表理事の稲田秀樹さんの作

は上野の森美術館の公募展「日本の自然を描く展」に５

品展「草花の絵展」が開催されました。展示されている

度入選しているそうです。お忙しいのに認知症の方の支

作品は 14 点で、繊細でいながら素朴タッチの水彩など

援の傍らでのチャレンジに驚くばかりです。（TN）

の作品が壁を飾っていました。

研修部会

ゅ
午後の部では、認知症当事者で、最近新しい著書「認知

ワークの法人設立 10 周年記念講演会が ZOOM によ

症の私から見える社会」を刊行された丹野智文さんが、

るオンラインで開催されました。当日は鎌倉市内、市外

著書のタイトルと同じ「認知症の私から見える社会」

から１００人を超える申し込みがありました。

という題名で講演され、丹野さんが日本全国の認知症当

ケ

「稲田秀樹 草花の絵展」

ア賞・実践ケア賞を受賞しました！

講演会は午前の部と午後の部に分かれて実施され、

事者から聞いた声を代弁する形で、聞かせてくれました。

代表理事、関係者のあいさつの後、日本認知症ケア学会

認知症本人セッションでは、この日参加者として出席し

理事長の繁田雅弘先生に「認知症を自分事として」とい

ていた当事者の藤田朋子さんが飛び入りで発言、講演会

うテーマでご講演いただき、横浜市総合医療センターの

の進行の仕方が本人中心ではないことを指摘され、急き

長田乾先生が特別公演として「認知症の進行抑制はどこ

ょ進行を稲田代表理事から丹野智文さんに変更するハプ

までできるのか」というテーマで話をされました。

ニングもありました。鎌倉やその周辺から参加した当事

お昼休憩の間には、急きょ設定された特別企画とし

者の方々も丹野智文さんとの本人セッションや意見交換

て、認知症介護研修・研究東京センターの永田久美子さ

を十分に楽しんでいる様子で、オンラインの講演会は終

んと当会の稲田秀樹代表理事の対談も行われました。

始和やかな雰囲気で行われました。（ＷＹ）

作品を見た方からは、やさしい絵で癒されたという感
想が多く寄せられているそうで、実際に壁にかけられた
絵を前にしていると不思議にやさしい空気に包まれる
ような気持になります。
稲田さんによると、介護の仕事を始めた頃に独学で
草花の絵を描き始めたそうです。認知症の人との関わり

地域の動き

「鎌倉 FM シーサイドステーション出演」

鎌倉市

１１月１５日（月）、かまくら認知症ネットワークの活動を

組織、多彩な活動内容についてお話しました。生放送の

紹介するため、鎌倉市長谷にある鎌倉 FM のスタジオを

程よい緊張感のなか、山崎綾子さんの心地よいテンポ

訪ねました。スタジオ入りの時間まで間があったので、

の質問に答えていきました。これらの活動を通じて、稲

その前に長谷の海岸を少し散策、暖かな日差しと波の音

田さんは鎌倉をどうしたいのですか？と問われ、「認知

が身体に心地よく響いてきて、気持が静かに落ち着い

症になっても大丈夫な鎌倉を作りたい」と答えました。

ていく感覚を覚えました。

するとそれを素敵だといわれ、少しホッとしました（IN）

スタジオに入るとミキサーさんと、パーソナリティの
山崎綾子さんと対面、10 分ほどの簡単な打ち合わせだ
けで生放送の番組へと突入していきました。
鎌倉 FM（82.8MHz）のシーサイドステーションは心
地よい海風を感じるような番組でした。オープニングや
途中に耳に懐かしい音楽が流れる中、当会の成り立ちや

