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２０１７年９月 21 日の世界アルツハイマーデーのこの日、神奈川県で初めて行わ
れたライトアップイベントで、若年性認知症の近藤英男さんと支援者の稲田秀樹（当
会代表理事）によるフォークデュオ「ヒデ 2」がオレンジ色の T シャツを身につけてス
テージに立った。その日は、神奈川県庁舎が、江の島シーキャンドルが、大船観
音が神奈川県内で初めて認知症啓発のシンボルカラーであるオレンジ色に染まった。
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この年のライトアップをきっかけにもう一つのアクションが起こった。それがチー
ムオレンジ 9.21 である。正式な名称は「神奈川県世界アルツハイマーデー普及啓発
実行委員会（チームオレンジ 9.21）」。２０１８年にかまくら認知症ネットワークなど、

神奈川県本庁舎のライトアップイベントで歌うヒデ 2

県内で認知症の啓発活動や当事者家族支援の実践者が集まって結成された。実行委員会の会則には「神奈川県の世界アル
ツハイマーデー普及啓発イベント」への協力及び「認知症の偏見の解消」「認知症の理解の促進」を図ること、そして「各地域
での認知症普及啓発の取り組みに寄与する」ことが記載されている。
実際、チームオレンジ 9.21 が発足してから世界アルツハイマー月間における神奈川県内の市町村の認知症啓発の取り
組みは年々増加した。2017 年には３ヵ所だけだったのが、2022 年には、横浜市、小田原市、鎌倉市、藤沢市、横須賀市、
相模原市など、県内１１市町村でオレンジライトアップが行われた。ライトアップされた施設の総数は神奈川県本庁舎やみな
とみらいの観覧車「コスモクロック２１」、横浜市庁舎、小田原城、江の島シーキャンドル、大船観音など１４ヵ所となった。
9 月の世界アルツハイマー月間の認知症啓発が増加した背景がもう一つある。それは、神奈川県高齢福祉課から政令市
を含む県内全市町村に対して、9 月の世界アルツハイマー月間に取り組む啓発活動の内容についてアンケートを送付し回
答を求めたことである。そして、その後県内各地域から寄せられた情報を神奈川県のホームページ上に開示し「見える化」
したことである。

歩く認知症カフェ「かまくら散歩」を大船フラワーセンターで行いました♪

しかし、認知症啓発の取り組みが増えれば各地域の認知症支援力が向上する訳ではない。認知症啓発は市民一人一人に
対して広く情報提供を行う取り組みである。大切なことは、これからは各地域で、認知症がある一人一人の方に対して、適

９月２５日（日）大船フラワーセンターで第 50 回かまく

ていました。大きなカボチャを手で動かして重さを感じた

切な情報提供がされること、介護サービスやインフォーマルサービスなどによる適切なサポートがあること、当事者が望む

ら散歩～初秋の花を見て歩く～が、認知症当事者 3 人、

り、カボチャの上に腰を乗せている子どももいました。そ

タイミングで市民による安心できる関わりや活動にアクセスでき、認知症カフェなどの場で、他の当事者や支援者らとつな

家族 2 人、市民スタッフら１０人が参加して行われました。

の後は特大のカボチャの前に全員が並んでマスクを外し

がる仕組みが用意されていることが求められるだろう。

散歩の前には、認知症の当事者の交流会である「本人

２０２２年の神奈川県イベントである「世界アルツハイマーデーかながわ」は新型コロナウイルス感染症を考慮してオンライ

カフェ」を行いました。「本人カフェ」には２人の当事者の

芝生の広場を後にするとみなさんで温室をのんびり歩

方が参加され、自己紹介をしながら日頃どんなふうに暮

きました。温室には小さな房のついたバナナがいつも実

らしているかなどを、自由に話してもらいました。一人暮

をつけていて、人気の観察スポットです。他にもブーゲン

ンジ 9.21 実行委員による活動報告、県内オレンジライトアップのリレー中継と、午後１

らしの認知症の当事者の方やご家族、専門職の方や市民

ビリアや睡蓮もきれいな花をつけていました。

時から日没後の午後６時３０分まで５時間３０分の長丁場のイベントとなり、オンライン

の方も輪に入り笑顔で会話をされていました。

ンで開催された。当日は、認知症の当事者本人が大使を務める「かながわオレンジ大使」の座談会、認知症カフェのスペシャ
リストであるコスガ聡一さんが進行を務めたシンポジウム「コロナ禍の認知症カフェから学ぼう！」、日本認知症ケア学会理
事長で平塚市のメモリーケアクリニック湘南で若年性認知症外来を受け持っている繁田雅弘医師による講話,チームオレ

かまくら散歩は、自然の中でお互いを感じあうような

イベントの参加者は２６１人であった。この年の実行委員の数も 40 人となり 18 の地

１０時になると他の参加者も集合して、全員で挨拶をし

自然体の交流会です。屋外での活動は感染リスクも少な

域から参加があった。取り組みが増えたとはいえ、地域間格差は逆に増加したとも考

た後、園内の散策が始まりました。秋のこの季節は、ゆっ

いことから年 8 回に可数を増やして開催しています。春と

えられる。また実行委員の数が増えたことで組織の在り方も検討課題となっており、

くり観察しながら歩いたりしました。

秋は大船フラワーセンターで、夏と冬は鎌倉中央公園で開

次のステージへ向けてアップデートを始める時期に差し掛かっている、と私は考えて
大観覧車「コスモクロック 21」のライトアップ

て集合写真を撮りました。

いる。（チームオレンジ 9.21 実行委員会副委員長 稲田秀樹）

芝生の広場まで行くと、翌月にハロウィンを控えてい
ることもあって、とても大きなカボチャがいくつも転がっ

催しています。まだ参加されていない方も是非お気軽に
お出かけください。（IN）

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

◆ かまくら散歩について（前号の続き） 代表理事 稲田秀樹
◆
◆活動当初より、「かまくら散歩」は歩く「認知症カフェ」とも言われていました。街中や自然豊かな公園を、認知症

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

の当事者と家族、介護や医療の専門職、市民、中高生や子どもが散策を楽しんでいます。私たちは、お仕着せでは

オレンジカフェ(常盤) 休止中 0467-43-1165

なく、自然に人と人とが会話を交わしたり、時間や場所を共有する姿を大切にしています。◆ほんの１～２時間の

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
休 止 中 0467-40-4210

おしゃべりカフェだんだん(西鎌倉) １１月２０日（日） ０467-39-1525

活動予定
●１１月１７日（木）、1 月１９日（木）、３月１６日（木）19:30～20:45
ZOOM オンライン家族勉強会＋カフェ～家族交流会に参加しませんか～
●１１月 2０日（日）９:15～本人カフェ 10:00～かまくら散歩 鎌倉中央公園
●１月 20 日(金)19:00～2１:０0 オンライン認知症講演会
●３月１２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

間に、たくさんの掛け替えのない瞬間が詰まっていると、活動の様子を写した写真や動画を見ているといつも思
います。かまくら散歩の取り組みは、２００９年に認知症の当事者の方と一緒に企画したのが始まりです。それから
１３年目になりますが、自然あふれる公園を歩く様子は当時とまったく変わりありません。◆「かまくら散歩」の活動
は、２０２２年９月２２日「世界アルツハイマーデーかながわ」のオンラインシンポジウムでも紹介させていただきまし
た。全国の認知症カフェの取材を行っているコスガ聡一さんから「認知症の人が外に出ることが無かった時代に認
知症の人のニーズに向き合った事例」とコメントもいただき、これからの活動の励みになりました。

いお
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「第５１回かまくら散歩＋本人カフェ～秋の草花を見て歩く～」
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「アルツハイマーデーかながわ」
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オンライン開催＋横浜総合イベントスペース 神奈川県

１０月１６日（日）第５１回かまくら散歩「秋の草花を見て

加を通じて仲間ができたことことで、１人ではできないこ

鎌倉市
９月２２日（木）神奈川県主催の世界アルツハイマーデ

ーグ・神奈川認知症ソフトボール大会」の活動報告も行

歩こう」を大船フラワーセンターで開催しました。雨の心

とも、ここを通じて知り合った人たちに助けられている

ー普及啓発イベント「アルツハイマーデーかながわ」が

いました。鎌倉からは他にもグループホーム花物語か

配がなく安心して当日を迎えられました。認知症などの

と、明るく話してくださいました。笑いあり拍手あり、和

ZOOM オンラインと横浜そごうイベントスペースで行わ

まくらが鎌倉プリンスホテルで行ったカフェの報告も

ご本人 6 名、ご家族４人、サポーター3 人、スタッフ 4 人

やかなカフェのひと時でした。

れました。オンラインイベントには神奈川県内、県外から

行われました。

の計 17 人の参加がありました。そのうち初めて参加さ

この日のフラワーセンターは、ハロウィンの時期と重な

２６１人の参加がありました。

当日はかながわオレンジ大

って、芝生広場には大きなカボチャがたくさん置かれて

またこのイベントは神奈川県内で認知症啓発に取り組

使（認知症希望大使）の座談会

９時１５分からの４５分間は本人カフェでしたが、今回

いて、仮装をした可愛い子どもたち跳ね回っていたりし

む団体や個人で構成するチームオレンジ 9.21（神奈川

や日本認知症ケア学会理事長

はご本人だけでなくご家族やサポーターも話の輪に加

て目を楽しませてくれました。園内散策は花が少ない時

県世界アルツハイマーデー普及啓発実行委員会）が共催

の繁田雅弘医師の講話、日没

わってもらいました。「スポーツの秋」を糸口に、それぞ

期でしたが、秋桜が風に揺れていて、キジュの実を写真に

で企画運営を担いました。チームオレンジ 9.21 にはか

に合わせて県内各地のオレン

れ昔やっていた水泳、サーフィン、サイクリング、野球の

収めたり、フジの実に手を伸ばしたりしながら、みなさん

まくら認知症ネットワークも参加し、稲田代表がイベント

ジライトアップをオンラインで

ことなどを話されました。

秋を感じていました。次回の「かまくら散歩」は場所を鎌

の進行を務めると同時に、シンポジウムでは歩く認知症

中継する試みも行われ、大変

久しぶりに参加された若年性認知症のご家族から

倉中央公園に移して、秋の谷戸の作業を見学体験するイ

カフェとして「かまくら散歩」の発表を行った他、「ＤＫリ

盛り上がりました。（IN）

は、大変なこと、心配なことはその時期その時期で違っ

ベントとして実施します。大船フラワーセンターでのかま

ーグ・神奈川

てきますが、かまくら認知症ネットワークの活動への参

くら散歩は、来年 3 月 12 日に開催します。（TN）

れたご本人が３人いらっしゃいました。

地域の動き

「地 域共 生を支える医療・ 介 護・市 民 全国 ネットワーク 第 1 回 全 国の集い」

平塚市

加
9 月１８日と１９日の２日間、「第１回地域共生を支える

「９．２１大船観音のオレンジライトアップを見る夕べ♪」

まちづくり部会

取り組みの実践報告と意見交換が行われました。

医療・介護・市民全国ネットワーク全国の集いｉｎ湘南ひら

2 日目には 4 つの会場を舞台に、シンポジウムや対談

つか２０２２」が平塚プレジールで開催されました。大会

形式で認知症当事者の丹野智文さんの話を聞く市民公

は「地域共生社会はみんなで支える、誰もが安心して暮

開講座や講演、実践報告などが行われました。様々な立

らせるまちをつくる」というテーマで行われ、大会長はメ

場から、これからの時代の介護、医療、まちづくりのあり

モリーケアクリニック湘南の内門大丈院長が務めました。

方などの報告や発信、意見交換が行われました。（IN）

当日は台風の影響で強い雨となりましたが、会場にはた
くさんの人が足を運んでいました。

９月２１日（水）１８:００から大船観音のオレンジライトア
ップを見る夕べが行われました。参加したのはかまくら

２０１７年に、かまくら認知症ネットワークが大船観音寺
に呼びかけて実施されたのが始まりでした。

認知症ネットワークから認知症の当事者 1 人、家族 2

今年の 9 月 21 日、大船観音の見える大船駅西口の

人、スタッフ 2 人、鎌倉市から吉田介護保険課長と市民

バスターミナルにつながっている２階通路に着くと、す

健康課の保健師４人の計 10 人でした。

でに数人の参加者が集まっていて、まだ日没前でしたが

ライトアップを見に来た市内の認知症当事者の T さん

観音様がほんのりとオレンジ色に染まりはじめていまし

は「地方から出てきて今は娘の家の近くで一人暮らしを

た。そしてすっかり日が暮れる頃には赤みがかったきれ

していますが、いろんな人の支えもあって、何とか頑張

いなオレンジ色になっていました。

っていますよ」と語ってくれました。ひとりの頑張りが、

「来年はもっとたくさんの人たちに呼びかけて集まり

みんなの頑張りになるように、当事者の思いを伝えてい

たいね」「認知症になっても大丈夫な鎌倉市にしていき

かなければと、Ｔさんの話を聞きながら思いました。

ましょう」と、観音様を見上げながら参加者みなで写真

世界アルツハイマーデーは、1994 年に「国際アルツ
ハイマー病協会」（ADI）と世界保健機関（W
HO）によって定められた世界的な認知症
啓発の日です。日本では 9 月をアルツハイ
マー月間と定めて、全国各地で様々な取り組
みを行っています。
鎌倉市の大船観音オレンジライトアップは

を撮りました。（IN）

1 日目の午前は地域共生について考えるシンポジウム

（ＩＮ

と平塚市における新型コロナウイルス感染症の取り組み
の報告とシンポジウムが行われました。また 1 日目の午
後には全国各地の医療や介護、市民による地域共生の

「第３回Ｚ００Ｍオンライン認知症家族勉強会＋カフェ」

研修部会

９月１５日（木）、今年度３回目となるオンライン認知症

くる方もいます。オンラインですが、温かい気持ちになり

家族勉強会が開催されました。この日は７人の参加があ

ます、という感想も寄せられています。近況報告の後は、

りました。家族勉強会では、家族の介護の困りごとや医

それぞれが話したいことを

療介護との関わり方などを家族同士で共有してもらっ

話すカフェタイムとなります。

ています。他の家族の困りごとへの対処法や関わり方

今年度は後半も奇数月の

など具体的な話が聞けると好評です。
認知症家族勉強会は家族の体験を共有しながら日頃
の悩みやストレスを発散する場です。この会に参加し
て、他の方の介護の状況を聞いたり、自分のことを話し
たりしているうちに「悩んでいるのは自分一人ではない
ということがわかってきた」「気持ちが軽くなった」とい
う感想も寄せられています。話しながら笑顔がこぼれて

第２木曜日、19:30 からの
開催となります。（IN）

