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仲藤正雄さん（当時 78 歳）と出会ったのは２０１９年６月だった。ケアマネジャー
の紹介で自宅を訪ねた。その後、ワーキングデイわかばを利用するようになった仲
藤さんはみるみる痩せていった。1 か月後には３ｋｇ体重が減ってふらふらになって
しまった。はじめは内科系の疾患を疑ったが、妻から、長くアルコール依存の状況が
あること、１日に３５０㎖の缶ビールを毎日１２缶も飲み続けてきたことを知らされ
た。体重減少の原因もアルコール摂取が過ぎて食事をとらないことと関係があると
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推測できたので、その当時の主治医の医師に相談し、アルコールを断つための治療
が開始された。この手の治療は本人の意志が最も大切だから、主治医からは丁寧に

葉っぱのスケッチに取り組む仲藤正雄さんと私

病気について仲藤正雄さん本人に説明があったと聞いている。私たちも仲藤さんの断酒を支える手立てを考える必要に
迫られた。デイサービスに来ている間だけ飲まなければ良いということでは済まないと思った。心から向き合える何かが
あればよいと私は思って、これを描いてみませんかと言って、1 枚の葉っぱを手渡したのがきっかけだった。
アルコール性認知症の治療のため、断酒中にデイサービスで植物スケッチを勧め、同時に屋外での機能訓練を実施した。
心身機能を高め、意欲の改善に取り組んだ結果、１年後にもアルコールを口にすることはなくなった。世界アルツハイマー
デーには、JR 大船駅前で認知症啓発のためのティッシュ配りに参加した。デイサービスでは熱心に草刈りをするようにな
った。通所日も週 3 日から週 5 日に増やした。休みの日にも自宅で葉っぱのスケッチに取り組んだ結果、近隣のスーパー
まで缶ビールを買いに行くこともなくなった。
ある日送迎の車を運転していた時、車の前をカラスが不意に横切ったのを見て驚いて、仲藤さんが「危ねえなぁ、あの
猫！」と言った。普通はカラスを猫と言い間違えたりはしない。そのような言い間違えをその後も度々耳にすることにな

第 47 回かまくら散歩で玉縄桜を見に行きました♪

る。今泉台のお祭りでジュースの販売を手伝ってもらったときも、リンゴジュースがわからなかった。リンゴとパイナップル
とオレンジの絵が缶に描いてあるのだが、それを見てもどれがリンゴジュースなのかわからなかった。その頃から、話が通
じなくなってきたと妻から相談を受けるようになった。失語状況が起きていた当初から、記憶障害は軽度なのに、モノの意
味を取り違える言い間違いや失語ばかりが顕著に増えていた。それでも仲藤さんは定規を使ったりして葉脈の間隔を測っ

3 月 13 日（日）第 47 回かまくら散歩「玉縄桜を見に行

りしながら歩いている人、春の花を楽しみながらカメラを

こう」を開催しました。当日は 20 名の参加があり、そのう

向ける人、のんびりと青空の下の自然を楽しんでいる人

たりしながら、独自の手法で葉っぱの絵を完成させていった。1 枚の葉っぱをカバンにしまって持ち歩くので、秋になると

ち認知症の当事者は 7 人でした。

の姿がたくさん見られました。

葉っぱが枯れ枯れになって、ひび割れていても気にしなかった。仲藤さんは認知症になる前には、模型の帆船を作るのが
趣味だった。認知症になってから、帆船の図面を描くようにして、葉っぱの絵に熱中していった。
私は仲藤さんがコピー用紙に鉛筆で描いた最初のスケッチを見て感銘を受けて、「仲藤さん、これで完成だ。この絵は額
に入れたいな、そんな貴重な 1 枚だ」と言った。そこには仲藤さんの生きざまが投影されていた。几帳面さや綿密で正確で
ありたいと考えるところが彼にはあった。やがて、かながわオレンジ大使に委嘱され、講演会で話したりした。その後、認知
症が進行して、葉っぱのスケッチを描くことができなくなった。目の前にある草を刈りとる

公園で遊具を拭く仲藤正雄さん

コロナ禍と冬の寒さが厳しかったこともあり 11 月以来

今回の散歩では、満開の梅と桜が気持ちを明るくして

4 か月ぶりの開催になりました。幸い暖かな日和となり、

くれ、みんなが仲間という安心感もあって、初めて参加し

参加者は一足早いお花見を楽しむことができました。開

た方たちも自然に打ち解けて会話を交わしていました。

花が遅れていた梅と早咲きの玉縄桜を同時に見られるラ

自分の家族以外の方同士で話しをしている当事者や家族

ッキーなお花見となりました。

の姿もありました。

作業がわからなくなってきて、自暴自棄に声を荒げることが増えてきた。その後、仲藤さん

玉縄桜は大船フラワーセンターで開発された桜です。

かまくら散歩は、屋外行事とあって感染リスクも少ない

は公園の遊具を拭く作業に取り組むようになった。コロナ禍でもあったから、公園で遊ぶ
親たちからも感謝される仕事だった。オレンジ大使としての役割はしっかり果たした。病気

1990 年に品種登録されたまだ新しい品種で、染井吉野

ことから 2022 年度も年 8 回の開催を企画しています。

よりも 1 か月近く早く咲くため、早咲きの桜として鎌倉市

４月～６月の初夏の季節は大船フラワーセンターでの開催

の進行は早く、行為がわからなくなる障害が日増しに増えていった。それをもっとも感じて
いたのは本人自身だっただろう。ある日、「あのさ、あちらに行くかもしれないな」と私に言

内はもとより全国的にも知られています。

となります。また７月には鎌倉中央公園での開催も企画し

った。グループホームを見学した後だった。＊記載にあたり仲藤正雄さん及び家族の了承得ています。

早咲きの少しピンクがかった桜の花びらが、参加者の
気持ちも明るくしてくれていたように感じます。おしゃべ
り

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

◆ かまくら散歩について

ています。まだ参加されていない方も是非お申込み、お出
かけください。（TN）
代表理事 稲田秀樹 ◆

本人カフェ かまくら散歩と同日開催 0467-47-6685

梶原山オレンジカフェ 休止中 0467-46-8233

◆第１回かまくら散歩は２００９年に、認知症の診断を受けた後、鎌倉市内で観光案内のチラシ配りをしていた石井

今泉台オレンジカフェ

由比ヶ浜オレンジカフェ 休止中 ０４６７-３９-６０８７

清司さん（当時 72 歳）とともに企画したのが始まりです。当時の散歩は石井さんの案内で、彼の背中を見ながら

オレンジカフェ(常盤) 休止中 0467-43-1165

認知症の当事者や専門職の人たちが一緒に歩く会でした。◆第 1 回目の散歩から 1２年目を迎えた昨年、石井さん

休 止 中 0467-40-4210

おしゃべりカフェだんだん(西鎌倉) 7 月 17 日（日） ０467-39-1525

活動予定
●５月１２日（木）19:30～20:45 オンライン家族勉強会＋カフェ
ワンポイントアドバイス＋近況経験を話そう！”ZOOM オンライン開催
●５月 2２日（日）９:15～本人カフェ 10:00～かまくら散歩 大船フラワーセンター
●5 月 24 日(火)19:00～20:30 オンライン総会＋交流会
●６月１９日（日）９:15～本人カフェ 10:00～かまくら散歩 大船フラワーセンター

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

が亡くなった後も続いているこの散歩などの活動が評価され、日本認知症ケア学会から「読売認知症ケア賞・実践
ケア賞」を頂くことができました。このことは、石井さんをはじめ、これまでたくさんの当事者家族の方たちが笑顔
とともに残してくれた足跡が、まさに、そのまま評価されたものだと思っています。◆またこの散歩の会では、中
高生やお孫さんやお子さんを連れて参加する方なども多くあり、介護サービスのなかだけでは体験できない多世
代共生を実現する機会にもなっていて、毎回楽しく笑顔を交わし合う人たちの姿が見られます。当事者と家族と専
門職と市民が、ともに支え合う新しい支え合いの形は、12 年を経た今も色あせることはありません。

いお
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「第５回認知症家族勉強会＋家族カフェ」
３月１６日（水）１９：30～20：４５まで、ZOOM オンラ
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「注文を間違えるカフェ」

研修部会 ZOOM オンライン開催
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鎌倉プリンスホテル 鎌倉市

認知症のある人がホールスタッフを務め、ドリンクや

からよくわかります。

とですが、周囲のお客様がサポートするなどして、みな

インで、「第５回認知症家族勉強会＋家族カフェ」を行い

近況報告の後は、それぞれが話したいことを話すカフ

ケーキのオーダーを取る「注文を間違えるカフェ」が 4

ました。今年度 5 回目となる今回は、初めて参加された

ェタイムとなります。認知症家族勉強会は家族の体験を共

月 18 日に鎌倉プリンスホテルで開催されました。認知

主催した「花物語かまくら」の米島庸子施設長による

方や久しぶりに顔を見た方、専門職の方で隣の市に住

有しながら日頃の悩みやストレスを発散する場でもあり

症のあるスタッフが注文を間違えてもやさしく見守ろう

と、喫茶店を経営していた施設利用者らとともに、注文

むご両親が認知症になられている方など、１１名の参加

ます。話しながら笑顔がこぼれてくる方もいます。オンラ

と、認知症の理解を広める目的で行われました。

をとりケーキやコーヒーを出す練習をしてきたそうで

がありました。

インですが、温かい気持ちになります。

さん笑顔で飲食を楽しまれたということです。

イベントを主催したのは市内津西にあるのグループホ

す。企画段階からしっかり準備をすることで、笑顔のイ
ベントになったように感じました。＊写真は練習風景（IN）

勉強会に参加されたご家族は、まず初めにひとりひ

他の方の介護体験から学ぶ勉強会は２０２２年度、６回

ームの「花物語かまくら」で、プリンスホテルが場所を提

とり近況報告を行ってもらっています。日頃の介護の様

の開催を予定しています。毎月奇数月の第 2 木曜日、

供しました。地域ぐるみで認知症を受け入れていこうと

子や当事者であるご家族の様子について話を伺った後

19:30 からの開催となります。ひとりで悩まずに、仲間

いう試みでもあります。イベントでは、認知症の入居者

に、進行役が認知症の病気一般について補足したり、関

と場を共にしながら知識も得られ、安心を感じられる場

10 人がホールスタッフとなり、近隣自治会などの関係

わり方のポイントなどを学んでもらう時間を設けていま

所にしていきたいと思っています。話はせずに見るだけ

者や入居者の家族ら約 30 人を接客しました。時には、

す。他のご家族の話が、自分の家族の関りや生活の工夫

の参加などの見学参加も歓迎です。（IN）

店員が注文を間違えそうになる場面も見られたという
こ

の参考になるという感想を毎回頂きます。

地域の動き

今年の冬は厳しい寒さなどから体調を崩されたり、

「認知症オレンジ大使退任のお礼状が届きました」

鎌倉市

病気の進行や諸事情から施設に入所されたという報告
もありました。また在宅で介護しているご家族からは、

神奈川県のオレンジ大使を退任した当会理事の仲藤

妻である仲藤由希子さんは「大変なことの連続でした

病気の進行とともに変わっていくご家族の様子、お薬

正雄さんのもとへ、黒岩祐治神奈川県知事からのお礼

が、お礼状をいただき感謝の気持ちで一杯です」と感想

の調整の苦労などの話もありました。

状が、仲藤さんが今年３月に入居されたグループホーム

を述べられました。 仲藤正雄さんは認知症の進行に伴

に届きました。

い活動が困難になったなどの理由から、今年３月末日で

認知症を引き起こす病気は様々ありますが、その症

お礼状には、『これまで「かながわオレンジ大使」とし

状もひとりひとり違っているということが、皆さんの話

かながわオレンジ大使を退任されました。（ＩＮ）

て認知症本人の思いを伝える活動に熱意をもって取り

「2021 年度の活動報告書の概要」

事務局

組まれ、県民の皆様の認知症への理解を深めることに、
御貢献いただきました。特に仲藤様の制作である繊細

202１年度も新型コロナウイルス感染症の影響を受けて活動は屋外で実施できるものとオンライン、会報やホーム

かつ味わい深い作品「葉っぱのスケッチ」を各所で展示

ページでの発信が中心となりました。「かまくら散歩」などの活動はユーチューブ動画でも発信しました。ホームペー

させていただいたことで、認知症の方々のいきいきと

ジの活動のご案内のページのリンクからご覧になれます。以下、活動報告書の概要となります。（IN）

した日常を伝えることができました』と、黒岩知事から
の感謝の言葉が綴られていました。

★広報部会

★研修部会

➀会報５１号/５２号/５３号 ３回発行 印刷数 ５００部

➀法人設立 10 周年記念講演会

②ホームページでかまくら散歩等の活動をユーチュー

「認知症について認知症の人から学ぼう！鎌倉Ⅲ」

ブ動画にリンクして発信しました

参加者 100 名 ＊ZOOM オンライン開催

・NHKE テレハートネット TV「バリフリタウン」放送

基調講演 繁田雅弘医師/特別公演 長田乾医師

・読売認知症ケア賞実践ケア賞受賞 読売新聞記事掲載

本人公演 丹野智文氏/石井金次郎氏/吉田とめ子氏/近藤英男氏

いを直接伝え、その人らしい活動を発信し、多くの県民

・鎌倉ＦＭシーサイドステーション活動紹介の放送

②認知症家族勉強会＋カフェ 4 回実施

の皆様に認知症について理解していただくために「かな

★支援部会

参加者数 延 32 人（家族 32 人）

がわオレンジ大使」（認知症本人大使）を創設しました。

➀かまくら散歩 ５回実施 場所 大船フラワーセンター

★まちづくり部会

参加者数 延１０７人 認知症当事者の参加 延 37 人
②本人カフェ 3 回実施 場所 大船フラワーセンター

地域の動き

「かながわオレンジ大使を知っていますか？」

神奈川県

2021 年 4 月、神奈川県では認知症の方ご本人が思

認知症の当事者が、様々な場、様々な方法で活動して

➀世界アルツハイマーデー大船観音ライトアップ

います。絵を書いたり、写真を撮ったり、楽器を演奏した

９月２１日大船観音オレンジライトアップ 協力：大船観音寺

り、自分の体験を話したりしながら、神奈川県内各地で
かながわオレンジ大使が活躍しています。

参加者数 認知症当事者 延 16 人

認知症になっても安心できる地域社会を当事者の方

★相談部会
➀個別相談 ３件（会員） 相談と文書作成等の支援

の取り組みを通じて伝えていくのが目的です。当事者ひ

②若年性認知症ほっとサロン（かまくら散歩共催で実施）

とりひとりの取り組みが、暮らしている地域で、小さく
左は第 44 回かまくら散歩で演奏するヒデ 2、右は屋外での本人カフェ

ても確かな実を結ぶよう願っています。（IN）

たくさんのメッセージであふれるかながわオレンジ大使のポスター

