
ヒデ２ （近藤英男と稲田秀樹） 活動記録 ⓵
☆２０１７年 １月２９日（日） かまくら認知症ネットワーク新年会 パラッオビオラ 鎌倉市 ライブ５曲 ＊ヒデ２結成ライブ 参加者３５名

☆２０１７年 ３月１９日（日） 若年性認知症交流サロン たまなわ交流センター 鎌倉市 ライブ３曲 参加者１５名

☆２０１７年 ３月２５日（土） Ｄシリーズソフトボール大会交流会 富士宮チームとの交流会 富士宮市 ライブ４曲 参加者４０名

☆２０１７年 ３月２５日（土） Ｄシリーズソフトボール大会前夜祭 富士宮市 ライブ２曲 参加者２００名

☆２０１７年 ５月２０日（土） 今泉台フェスタ２０１７ 北鎌倉台商店街路上 鎌倉市 ライブ５曲 参加者 ２０名

☆２０１７年 ５月２２日（月） かまくら認知症ネットワーク総会懇親会 鎌倉市福祉センター 鎌倉市 ライブ５曲 参加者５０名

☆２０１７年 ５月２８日（日） 第２７回かまくら散歩 フラワーセンター大船植物園藤棚の広場 鎌倉市 ライブ５曲 参加者３５名

☆２０１７年 ６月１０日（土） 第1回ＤＫリーグ・神奈川認知症ソフトボール大会交流会 藤沢市（大和市） ライブ４曲 参加者４５名

☆２０１７年 ６月１１日（日） ピーマンの会語りと演奏 今泉台町内会館大集会室 鎌倉市 ライブ５曲 参加者６０名

☆２０１７年 ６月２５日（日） 若年性認知症ほっとサロン皆で歌おう たまなわ交流センター 鎌倉市 ライブ３曲 参加者１２名

☆２０１７年 ７月 ８日（土） 今泉台オレンジカフェ ワーキングデイわかば 鎌倉市 ５曲 参加者１５名

☆２０１７年 ７月１３日（木） 認知症サポーター養成講座 鎌倉学園星月ホール 鎌倉市 ５曲 参加者２５名

☆２０１７年 ７月１７日（月） 認知症の人と家族の会神奈川県支部若年性認知症講演会 横浜市 ライブ３曲 参加者１５０名

☆２０１７年 ７月２３日（日） 若年性認知症ほっとサロン たまなわ交流センター 鎌倉市 ライブ５曲 参加者１２名

☆２０１７年 ８月 ５日（土） 今泉台フェスタ夏祭り２０１７ 鎌倉市 路上ライブ２ステージ５曲＋７曲 参加者６０名

☆２０１７年 ９月 ３日（日） ＲＵＮ伴三浦半島決起集会 逗子市 ライブ５曲 参加者５０名

☆２０１７年 ９月２１日（木） 神奈川県庁アルツハイマーデイライトアップイベント 横浜市 ライブ７曲 参加者７０名

☆２０１７年 ９月２４日（日） 若年性認知症ほっとサロン たまなわ交流センター 鎌倉市 ライブ３曲 参加者１５名

☆２０１７年１０月２９日（日） 逗子ハロウィン＆オレンジフェス２０１７ 逗子市 ライブ５曲 参加者30名

☆２０１７年１１月１９日（日） 若年性認知症支援研修会 鎌倉市福祉センター 鎌倉市 講演とライブ５曲 参加者６５名

☆２０１７年１１月２６日（日） 若年性認知症ほっとサロン たまなわ交流センター 鎌倉市 ライブ３曲 参加者１５名

☆２０１７年１２月１０日（日） かまくら散歩～晩秋の谷戸で落ち葉かき～ 鎌倉市 ライブ５曲 参加者４０名

☆２０１７年１２月２２日（金） 鎌倉市地域密着型サービス事業者連レク会懇親会 鎌倉市 ミニライブ ７曲 参加者３０名



ヒデ２ （近藤英男と稲田秀樹） 活動記録 ②
☆２０１８年 １月１８日（木） 関東学院大学社会学部認知症サポーター養成講座 横浜市 講演とライブ５曲 参加者１５０名

☆２０１８年 １月１９日（金） 湘南オレンジカフェ ミニライブ ５曲 藤沢市 参加者６０名

☆２０１８年 １月２１日（日） 若年性認知症ほっとサロン 鎌倉市 ライブ５曲 参加者２０名

☆２０１８年 １月２１日（日） かまくら認知症ネットワーク新年会 鎌倉市 ライブ2ステージ ８曲 参加者３５名

☆２０１８年 １月２１日（日） NHKハートネットTV番組収録後 ミニライブ 鎌倉市 ４曲 参加者（関係者等）１２名

☆２０１８年 ３月 ３日（土） 横須賀講演会「認知症の人から学ぼう！」 横須賀市 講演とライブ６曲 参加者５００名

☆２０１８年 ３月１０日（土） 今泉台オレンジカフェ ミニライブ 鎌倉市 ５曲 参加者２０名

☆２０１８年 ３月１８日（日） 若年性認知症ほっとサロン ミニライブ 鎌倉市 ５曲 参加者１５名

☆２０１８年 ３月２４日（土） Dシリーズ認知症ソフトボール大会富士宮市ぼちぼちクラブと交流会 富士宮市 ５曲 参加者６０名

☆２０１８年 ３月２４日（土） Dシリーズ認知症ソフトボール大会前夜祭 ２曲 参加者２５０名

☆２０１８年 ４月 ５日（木） エーザイ新入社員研修会 講演とライブ 三浦市 ５曲 参加者５０名

☆２０１８年 ４月 ８日（日） かまくら散歩 鎌倉中央公園 鎌倉市 ライブ７曲 参加者４５名

☆２０１８年 ４月２６日（土） 大船本人カフェ 鎌倉市 ライブ５曲 参加者１２名

☆２０１８年 ５月１６日（水） 鎌倉市地域包括支援センターふれあいの泉 鎌倉市 講演とライブ５曲 参加者１２名

☆２０１８年 ５月１９日（土） 今泉台フェスタ2018路上ライブ2ステージ 鎌倉市 ライブ５曲 参加者６０名

☆２０１８年 ５月２１日（月） かまくら認知症ネットワーク総会懇親会ライブ 鎌倉市 ５曲 参加者５０名

☆２０１８年 ５月２６日（土） 大船本人カフェ 鎌倉市 ライブ５曲 参加者２０名

☆２０１８年 ５月２７日（日） 若年性認知症ほっとサロン 鎌倉市 ライブ５曲 参加者１５名

☆２０１８年 ６月１０日（日） かまくら散歩 大船フラワーセンター 鎌倉市 ライブ10曲 参加者２０名

☆２０１８年 ６月２３日（土） 大船本人カフェ 鎌倉市 ライブ５曲 参加者２０名

☆２０１８年 ６月３０日（土） 戸塚ドリームハイツ認知症講演会 講演とライブ５曲 参加者１００名

☆２０１８年 ７月 １日（日） ケアサロンさくら７周年記念会 鎌倉市 ライブ１０曲 参加者４０名

☆２０１８年 ７月 ８日（日） 今泉台ピーマンの会 講演とライブ 鎌倉市 ７曲 参加者４０名



ヒデ２ （近藤英男と稲田秀樹） 活動記録 ③
☆２０１８年 ７月１４日（土） 震災復興支援ライブ 逗子市 ライブ５曲 参加者５０名

☆２０１８年 ７月２２日（日） 若年性認知症ほっとサロン 鎌倉市 ライブ５曲 参加者１２名

☆２０１８年 ７月２８日（日） 認知症について認知症の人から学ぼう！鎌倉 鎌倉市 講演とライブ７曲 参加者２５０名

☆２０１８年 ８月 ２日（木） 日本認知症予防学会神奈川県支部市民公開講座 横浜市 講演 参加者 ２００名

☆２０１８年 ８月 ４日（土） クロスハート十二所鎌倉 鎌倉市 講演とライブ５曲 参加者４０名

☆２０１８年 ８月 ４日（土） 今泉台オレンジフェスタ夏祭り路上ライブ 鎌倉市 ライブ５曲×2ステージ 参加者６０名

☆２０１８年 ８月２５日（土） 大船本人カフェ 鎌倉市 ライブ５曲 参加者１０名

☆２０１８年 ９月 ２日（日） ちがさきオレンジデイ みんなで支える認知症 茅ヶ崎市 講演とライブ５曲 参加者１００名

☆２０１８年 ９月 ９日（日） 神奈川県薬剤師会認知症対応力向上研修 横浜市 講演とライブ ７曲 参加者１２０名

☆２０１８年 ９月１７日（日） 亀吉セプテンバーコンサート 藤沢市 ライブ５曲 参加者６０名

☆２０１８年 ９月２１日（日） 若年性認知症ほっとサロン 鎌倉市 ライブ５曲 参加者２０名

☆２０１８年 ９月２１日（日） 神奈川県アルツハイマーデーイベント 横浜市 ライブ2ステージ ８曲 参加者６０名

☆２０１８年 ９月２９日（土） 今泉台オレンジフェスタ２０１８夏祭り 路上ライブ 鎌倉市 ライブ５曲×2ステージ 参加者 ５０名

☆２０１８年１０月 ７日（日） オクトーバーフェスト 鎌倉市役所駐車場特設ステージ 鎌倉市 ライブ５曲 参加者２００名

☆２０１８年１１月 １日（木） ＲＵＮ伴神奈川由比ヶ浜ゴールイベント 鎌倉市 ライブ５曲 参加者４０名

☆２０１８年１１月 ８日（日） 鎌倉市大平山丸山白扇会（老人会） 鎌倉市 講演とライブ ７曲 参加者２５名

☆２０１８年１１月１０日（土） 第２回DKリーグ・神奈川認知症ソフトボール大会交流会 藤沢市 ライブ７曲 参加者３０名

☆２０１８年１１月１８日（日） 若年性認知症ほっとサロン 鎌倉市 ライブ５曲 参加者１２名

☆２０１８年１１月２７日（火） 相模原市若年性認知症講演会 相模原市 講演とライブ ５曲 参加者３０名

☆２０１８年１２月 ６日（木） 横浜市南区認知症啓発講演会 横浜市 講演とライブ ７曲 参加者１５０名



ヒデ２ （近藤英男と稲田秀樹） 活動記録 ➃
☆２０１９年 １月１２日（金） 松戸市オレンジ協力員研修会 松戸市 講演とライブ ７曲 参加者１５０名

☆２０１９年 １月２０日（日） かまくら認知症ネットワーク新年会 鎌倉市 講演とライブ ５曲 参加者３０名

☆２０１９年 １月２２日（日） 横浜市金沢区認知症講演会 横浜市 講演とライブ ７曲 参加者２５名

☆２０１９年 ２月 ９日（日） 福井県キャラバンメイト研修会 福井県福井市 講演とライブ５曲 参加者１５０名

☆２０１９年 ２月２３日（土） 横須賀市市民公開講座 横須賀市 パネラーとライブ５曲 参加者１５０人

☆２０１９年 ３月 ３日（日） 愛知県豊明市オレンジフェスタ 愛知県豊明市 講演とライブ ５曲 参加者１８０名

☆２０１９年 ３月１７日（日） 若年性認知症ほっとサロン 鎌倉市 ライブ５曲 参加者１５名

☆２０１９年 ３月２３日（日） Dシリーズ認知症ソフトボール大会 富士宮市ぼちぼちクラブ交流会 富士宮市 ライブ５曲 参加者１５名

☆２０１９年 ４月 ２日（火） エーザイ新入社員研修会 三浦市 講演とライブ５曲 参加者６０名

☆２０１９年 ５月１７日（金） 行政書士会コスモス成年後見センター 横浜市 講演とライブ５曲 参加者３０名

☆２０１９年 ６月 １日（土） ケアリングコミュニティ学会大会二宮町懇親会 二宮町 ライブ５曲 参加者４０名

☆２０１９年 ６月２３日（日） 認知症を認知しよう会 小田原市 講演とライブ５曲 参加者１００名

☆２０１９年 ６月２４日（日） 夕暮れ認知症カフェ 二宮町 ライブ１０曲 参加者２０名

☆２０１９年 ６月２５日（火） 東京工科大学看護学部 東京都大田区 講演とライブ ５曲 参加者５０名

☆２０１９年 ７月１４日（日） 認知症について認知症の人から学ぼう！鎌倉 鎌倉市 講演とライブ５曲 参加者１５０名

☆２０１９年 ７月２１日（日） 若年性認知症ほっとサロン 鎌倉市 ５曲 参加者１０名

☆２０１９年 ８月１２日（日） ＣＤ「ミンナオナジ」発売記念ライブ 横浜市 ライブハウスサムズアップ ５曲 参加者１００名

☆２０１９年 ８月１８日（日） 下曽我認知症カフェ 小田原市 講演とライブ６曲 参加者 ３５名
☆２０１９年 ８月２５日（日） 鎌倉市共生PR動画収録 ギャラリー檜松 鎌倉市 ライブ ５曲 参加者１５名

☆２０１９年 ９月 ８日（日） 認知症を認知しよう会 小田原ダイナシティ 小田原市 ライブ５曲 参加者８０名

☆２０１９年 ９月１５日（日） 若年性認知症ほっとサロン 鎌倉市 ５曲 参加者１０名

☆２０１９年 ９月２０日（金） 神奈川県アルツハイマーデーイベント 横浜市 ライブ５曲 参加者４０名

☆２０１９年 ９月２１日（土） 藤沢市アルツハイマーデーイベント 江の島シーキャンドル 藤沢市 トークとライブ ５曲 参加者７０名



ヒデ２ （近藤英男と稲田秀樹） 活動記録 ⓹
☆２０１９年 ９月２９日（日） ちがさきオレンジデイ 茅ヶ崎市 講演とライブ５曲 参加者１００名

☆２０１９年１０月０６日（日） かまくら散歩 大船フラワーセンター 鎌倉市 ライブ５曲 参加者２０名

☆２０１９年１０月１７日（日） アイビーハウス収録 藤沢市 収録曲２曲 参加者１０名

☆２０１９年１０月２６日（日） 関東脳神経外科学会認知症研究会懇親会 横浜市 講演とライブ５曲 参加者３０名

☆２０１９年１１月１０日（日） ＲＵＮＴＯＭＯ＋かまくらゴールイベント 鎌倉市 ライブ５曲 参加者１００名

☆２０１９年１１月２４日（日） 認知症について認知症の人から学ぼう！二宮プレイベント 二宮町 ライブ６曲 参加者 ２０名

☆２０１９年１１月１６日（金） DKリーグ・神奈川認知症ソフトボール大会交流会 藤沢市 ５曲 参加者３０名

☆２０１９年１２月 １日（金） かまくら散歩 鎌倉中央公園 ライブ 鎌倉市 ライブ５曲 参加者２０名

☆２０１９年１２月１５日（日） 岐阜市民病院若年性認知症講演会 岐阜県岐阜市 講演とライブ７曲 参加者６０名

☆２０１９年１２月２１日（土） 大船本人カフェ 鎌倉市 ライブ５曲 参加者１０名

☆２０１９年１２月２５日（水） 湘南オレンジカフェ クリスマスライブ 藤沢市 ライブ３曲 参加者３０名

☆２０２０年 １月１９日（日） 若年性認知症ほっとサロン 鎌倉市 ライブ３曲 参加者１０名

☆２０２０年 １月１９日（日） かまくら認知症ネットワーク新年会 ヒデ２結成３周年ライブ 鎌倉市 ７曲 参加者２５名

☆２０２０年 ２月１８日（火） 神奈川県福祉職研修会 神奈川県立総合療育相談センター 藤沢市 講演とライブ５曲 参加者１５名

☆２０２０年 ７月 ５日（火） かまくら散歩 鎌倉中央公園 鎌倉市 ライブ７曲 参加者３０名

☆２０２０年 ７月１９日（日） 若年性認知症ほっとサロン 鎌倉市 ライブ ５曲 参加者１０名

☆２０２０年 ８月１８日（火） 横浜市中区認知症普及啓発イベント 講演とライブ（収録）

☆２０２０年 ９月１３日（日） 若年性認知症ほっとサロン 鎌倉市 ライブ ５曲 参加者 ８名

☆２０２０年 ９月１９日（土） アルツハイマーデーイベント江の島みんなフェス２０２０ 藤沢市（収録）

☆２０２０年 ９月２０日（日） ヒデ２野外ライブ２０２０FBオンライン配信 ギャラリー檜松 鎌倉市 ５曲×２回 参加者２０名

☆２０２０年１０月２５日（日） かまくら散歩 フラワーセンター大船植物園 鎌倉市 ライブ５曲 参加者３０人

☆２０２０年１１月２１日（土） かまくら散歩 鎌倉中央公園 鎌倉市 ライブ６曲 参加者２９人＋犬のハナ１頭


