
【　埼玉県　】

　

○ イベント、ライトアップ等の実施予定

都道府県 県市区町村
実施（予定）

期間・日
実施内容

実施（予定）事項の具体的内容
（テーマ・開催場所等）

担当部署名
問い合わせ先

（TEL）
担当者からの一言コメント 備考

1 埼玉県 埼玉県 9月20～24日 ライトアップ
オレンジライトアップ

さいたまスーパーアリーナ（9/21～9/22）
大宮ソニックシティ（9/21）

地域包括ケア課
認知症・虐待防止
担当

048-830-3251
電力のひっ迫状況状況によ
りライトアップ休止の場合あ
り

2 埼玉県 さいたま市 ９月５日～９月30日 展示 若年性認知症・本人作品展
いきいき長寿推進
課

048-829-1286
若年性認知症本人の水彩画の展示
及び写真のスライドショーほか

3 埼玉県 川越市 ９月１２日～２８日 展示
認知症の理解を深めるためのパネル展示及
びチラシ、リーフレットを設置し配布

地域包括ケア推進
課

０４９－２２４－６０８７

4 埼玉県 川越市 9月21日 グッズ・チラシ配布
認知症の理解を深めるためのリーフレットを
街頭で配布

地域包括ケア推進
課

０４９－２２４－６０８７

5 埼玉県 熊谷市 9月21日 グッズ・チラシ配布
認知症の理解を深めるためのリーフレットを
配布

認知症と歩む熊谷
家族の会

048－525－8745
家族の会会員がリーフレットを配布し
て啓発します。

6 埼玉県 秩父市 9月1日～10月㏨ 図書館の活用 市立図書館にて認知症書籍に関する展示
秩父地域包括支
援センター

0494-22-2582
（秩父地域包括
支援センター）

7 埼玉県 秩父市 9月21日
相談会・体験会・交

流会

専門職（認知症初期集中支援チーム）による
相談会及び包括支援センター職員による相
談会の実施

秩父地域包括支
援センター

0494-22-2582
（秩父地域包括
支援センター）

8 埼玉県 所沢市 9月12日～9月16日 展示

ところざわオレンジウィーク（認知症当事者の
作品展示、認知症アポーター養成講座、認
知症関連事業所の事業紹介、認知症地域支
援推進員の周知等）

高齢者支援課 04-2998-9120
認知症地域支援推進員が中心とな
り、展示や体験型のプログラムを実
施する普及啓発事業です。

本人発信は、個人を特定し
ないメッセージの紹介です

9 埼玉県 所沢市 9月 その他
認知症地域支援推進員活動として担当地区
におけるオレンジガーデニングプロジェクトの
参加(呼びかけ）、協力

高齢者支援課 04-2998-9120

地域住民や事業所などでオレンジ
ガーデニングプロジェクトに参加して
いる画像を募集し、オレンジウィーク
で展示します。

10 埼玉県 所沢市 9月1日 広報誌掲載
市報に「わかれば変わる認知症の世界」とし
て、認知症症状への対応について記事を連
載

高齢者支援課 04-2998-9120
認知症地域支援推進員が解説する
形で、認知症の方の行動の理解を深
めるための記事を連載しています。

11 埼玉県 飯能市 ８月２７日～９月２９日 展示
認知症のひとにやさしいまちへ
～私が推薦するこの1冊～（地区医師会編）

介護福祉課 042-973-3753
飯能地区医師会から図書を推薦して
頂きました。

12 埼玉県 飯能市 ９月１日～９月３０日

ライトアップ・オレン
ジリングドレスアッ
プ・ガーデニング

割岩橋ライトアップ 介護福祉課 042-973-3753
割岩橋を認知症支援・啓発活動の
テーマカラーであるオレンジ色に点
灯いたします。

13 埼玉県 飯能市 9月11日 講演会・研修

アルツハイマー講演会
誰もが安心して暮らせるまちへ
～あれ？もしかしたら認知症？認知症を支え
る飯能の取り組み～

介護福祉課 042-973-3753

認知症の概要、認知症初期集中支
援チームについての講演を行いま
す。作業療法士による簡単に出来る
運動を行います。

14 埼玉県 飯能市 9月24日 映画・動画上映会 「私の頭の中の消しゴム」 介護福祉課 042-973-3753
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15 埼玉県 飯能市 10月17日、24日 講演会・研修 もの忘れ予防スクール 介護福祉課 042-973-3753
認知症の正しい意識と予防法につい
て、講義と体験を交えながら楽しく学
ぶ教室です。

16 埼玉県 飯能市 11月4日 講演会・研修 認知症サポーター養成講座 介護福祉課 042-973-3753

17 埼玉県 本庄市 ９月１４日～１７日 講演会・研修 認知症普及啓発イベントにて講演会実施
介護保険課
高齢者包括支援
係

0495-25-1722
薬剤師、歯科医師、理学療法士、医
師による講演会を実施します。

18 埼玉県 本庄市 ９月１３日～１６日 展示
市役所市民ホール、セルディにて認知症の
方の声やパネル、創作物の展示

介護保険課
高齢者包括支援
係

0495-25-1722

19 埼玉県 本庄市
９月１日～９月３

０日
（おはなし会は１７日のみ）

図書館の活用
認知症に関する書籍、絵本の紹介
１７日は小学生とその家族対象に絵本の読
み聞かせを実施

介護保険課
高齢者包括支援
係

0495-25-1722
小学生と家族を対象にアルツハイ
マーデーと敬老の日にちなんで読み
聞かせを行います。

20 埼玉県 本庄市 9月17日 映画・動画上映会 映画「ばあばは、だいじょうぶ」を上映
介護保険課
高齢者包括支援
係

0495-25-1722

21 埼玉県 本庄市 ９月１３日、１６日 認知症カフェ
１３日はにぽんプラザ、１６日セルディにて認
知症サポーター協力で出張認知症カフェを実
施

介護保険課
高齢者包括支援
係

0495-25-1722

22 埼玉県 本庄市 ９月１日号 広報誌掲載
広報ほんじょう９月１日号に認知症の特集を
掲載

介護保険課
高齢者包括支援
係

0495-25-1722
認知症の方を介護している家族にイ
ンタビューを行い、思いを載せまし
た。

23 埼玉県 本庄市 9月13日～1７日
相談会・体験会・交

流会
認知症普及啓発イベント期間中、認知症に
関する相談に電話または来所にて対応

介護保険課
高齢者包括支援
係

0495-25-1722

地域包括支援センター職員、グルー
プホーム職員が電話または相談窓
口に来所された方の話を聴取し、助
言等を行います。

24 埼玉県 本庄市 9月13日～20日
ライトアップ・オレン
ジリングドレスアッ
プ・ガーデニング

はにぽんプラザ大階段にてオレンジリングド
レスアップを実施

介護保険課
高齢者包括支援
係

0495-25-1722
はにぽんプラザの大階段をオレンジ
色の装飾品を使用し飾り付けを行い
ます。

25 埼玉県 東松山市 8月16日 その他
認知機能維持・向上事業（認知症検診受診
者へのフォローアップ教室）でのキャンペーン
PR

高齢介護課
 地域包括支援セ
ンターG

0493-22-7733

26 埼玉県 東松山市 9月 広報誌掲載
世界アルツハイマー月間・認知症について市
広報紙掲載（9月号）

高齢介護課
 地域包括支援セ
ンターG

0493-22-7733

27 埼玉県 東松山市 9月 グッズ・チラシ配布

高齢介護課、地域包括、市民活動センター、
福祉センター、保健センター、図書館、市民
病院等窓口でアルツハイマー月間関連リー
フレットやグッズ（ポケットティッシュ）を配布

高齢介護課
 地域包括支援セ
ンターG

0493-22-7733
家族の会リーフレット、市内相談窓口
のチラシ入りティッシュを配布

28 埼玉県 東松山市 9月
ポスター掲示・懸垂

幕・のぼり旗

市役所、地域包括、市民活動センター等でア
ルツハイマー月間関連ポスターの掲示。市
役所内にのぼり旗の設置。

高齢介護課
 地域包括支援セ
ンターG

0493-22-7733
のぼり旗「認知症にやさしいまち　東
松山」

29 埼玉県 東松山市 9月 図書館の活用
認知症関連図書のブース展示・貸出
（市立図書館）

・高齢介護課
　地域包括支援セ
ンターG
・東松山市立図書

0493-22-7733

0493-22-0324

30 埼玉県 東松山市
9月15日

～
9月30日

展示
認知症に関するパネル展示
（市立図書館）

高齢介護課
　地域包括支援セ
ンターG

0493-22-7733

31 埼玉県 東松山市 9月18日 映画・動画上映会
上映会
「お料理帖～息子に遺す記憶のレシピ～」
（市立図書館）

・高齢介護課
　地域包括支援セ
ンターG
・東松山市立図書

0493-22-7733

0493-22-0324
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32 埼玉県 東松山市 9月24日
認知症サポーター養

成講座
市民向け認知症サポーター養成講座の実施
（市立図書館）

高齢介護課
　地域包括支援セ
ンターG

0493-22-7733

33 埼玉県 狭山市 8/30～9/25 展示
市内図書館2か所で認知症の特集コーナー
を設置

中央図書館 04-2954-4646
認知症に関する図書や資料を特集
コーナーに集めて設置します。

34 埼玉県 狭山市 9/12～9/26 展示
市役所エントランスホールにて認知症パネル
展を開催

介護保険課
介護事業担当

04-2953-1111
認知症の正しい理解と予防、狭山市
での介護・福祉の取組みについて紹
介します。

35 埼玉県 狭山市
9月14日

14:00～14:20
14:45～15:05

講演会・研修
中央図書館にて、ミニ講座（20分）を開催
①認知症の基礎知識
②認知症の方への対応方法

中央図書館 04-2954-4646
認知症地域支援推進員が認知症に
関するミニ講座を実施します。

36 埼玉県 狭山市
9月7日

14:00～15:30
講演会・研修

中央図書館にて、認知症サポーター養成講
座を開催

中央図書館 04-2954-4646
認知症地域支援推進員が認知症サ
ポーター養成講座を開催します。

37 埼玉県 羽生市 9月1日 広報誌掲載
アルツハイマーで及びアルツハイマー月間に
ついて掲載

高齢介護課
高齢福祉係

048-561-1121

38 埼玉県 羽生市 9月9日 認知症カフェ 手工芸、相談等
高齢介護課
高齢福祉係

048-561-1121

39 埼玉県 鴻巣市 9月1日～30日 図書館の活用

図書館３館（中央・吹上・川里）に、認知症関
連図書コーナーを設置。また、カフェ・電話相
談・チームオレンジに関するチラシの配置と
認知症の方からのメッセージを掲示。

介護保険課
高齢福祉担当

048-541-1321

40 埼玉県 鴻巣市 9月1日～30日
ポスター掲示・懸垂

幕・のぼり旗

本庁舎に、啓発用懸垂幕を設置。
また公用車及び包括の車には、啓発用マグ
ネットシートを貼付。

介護保険課
高齢福祉担当

048-541-1321

認知症への正しい理解が進むことを
目的に、世界アルツハイマー月間及
び世界アルツハイマーデーを周知す
るための懸垂幕と車用マグネット
シートを使った啓発をします。

41 埼玉県 鴻巣市 9月 広報誌掲載
世界アルツハイマー月間及び世界アルツハ
イマーデーについて市報掲載。

介護保険課
高齢福祉担当

048-541-1321

42 埼玉県 深谷市 9月 グッズ・チラシ配布
市役所、公共施設等でグッズ及び認知症ハ
ンドブックを配布

福祉健康部長寿
福祉課

048-574-8544
期間中、認知症地域支援推進員が
独自に作成したグッズ及び認知症ハ
ンドブック等を配布します。

43 埼玉県 深谷市 9月 ポスター掲示 市役所、公共施設等での掲示
福祉健康部長寿
福祉課

048-574-8544
期間中、認知症に関するポスターを
掲示します。

44 埼玉県 深谷市 9月 展示
市立図書館において認知症に関連する図書
の展示・貸出

福祉健康部長寿
福祉課

048-574-8544
市立図書館において認知症に関連
する図書を集めたミニコーナーを設
けて展示・貸出を行います。

45 埼玉県 深谷市 9月14日 講演会・研修
認知症についての理解を深めるための講座
を開催

福祉健康部長寿
福祉課

048-574-8544
家族介護者や一般市民を対象に開
催する予定です。

46 埼玉県 深谷市 9月20日～22日
ライトアップ・オレン
ジリングドレスアッ
プ・ガーデニング

市役所のライトアップを実施
福祉健康部長寿
福祉課

048-574-8544
期間中、市役所庁舎南側を認知症
支援のオレンジ色にライトアップしま
す。

47 埼玉県 上尾市 9月1日～21日
ポスター掲示・懸垂

幕・のぼり旗
世界アルツハイマーデーのポスター及びリー
フレットの配布

高齢介護課　地域
支援担当

048-775-4190

認知症の人と家族の会が作成したポス
ター及びリーフレットを市、公民館、地域
包括支援センターなどで掲示・配布を行
い啓発します。

48 埼玉県 越谷市 9月 グッズ・チラシ配布
認知症の理解を深めるためのグッズ・リーフ
レットを配布

越谷市地域共生
部
地域包括ケア課

048-963-9163
地域包括支援センター職員が地域住
民へリーフレット等を配布し、啓発し
ます。

3



49 埼玉県 越谷市 9月 広報誌掲載 アルツハイマー月間についての記事掲載
越谷市地域共生
部
地域包括ケア課

048-963-9163

50 埼玉県 越谷市 9月 展示
市立図書室にて認知症に関するおすすめ本
およびリーフレット等の展示を予定

越谷市地域共生
部
地域包括ケア課

048-963-9163

51 埼玉県 越谷市 9月12日～9月21日 展示
市役所ロビーにて、認知症について理解を
深めるための展示を実施

越谷市地域共生
部
地域包括ケア課

048-963-9163

52 埼玉県 越谷市 9月16日
認知症サポーター養

成講座
一般市民向け認知症サポーター養成講座の
開催（会場：イオンレイクタウンkaze）

越谷市地域共生
部
地域包括ケア課

048-963-9163

53 埼玉県 越谷市 9月28日
認知症サポーター養

成講座
一般市民向け認知症サポーター養成講座の
開催（会場：越ヶ谷地区センター）

越谷市地域共生
部
地域包括ケア課

048-963-9163

54 埼玉県 越谷市 10月2日
認知症サポーター養

成講座
一般市民向け認知症サポーター養成講座の
開催（会場：大沢地区センター）

越谷市地域共生
部
地域包括ケア課

048-963-9163
講座中、埼玉県オレンジ大使（認知
症本人）による講話を行います。

55 埼玉県 越谷市 9月3日 認知症カフェ
がーやカフェ（会場：コミュニティcafé そらは
な）

越谷市地域共生
部
地域包括ケア課

048-963-9163

若年性認知症のご本人と家族向け
のオレンジカフェです。埼玉県オレン
ジ大使がスタッフとして参加していま
す。

参加費：ワンドリンクオー
ダー（有料350円～）

56 埼玉県 越谷市 9月16日 認知症カフェ オレンジカフェ（会場：ふらっと「おおぶくろ」）
越谷市地域共生
部
地域包括ケア課

048-963-9163
毎月第３金曜日14時より開催してい
ます。

参加費：無料

57 埼玉県 越谷市 9月28日 認知症カフェ オレンジカフェ（会場：ふらっと「がもう」）
越谷市地域共生
部
地域包括ケア課

048-963-9163
毎月第４水曜日14時より開催してい
ます。

参加費：無料

58 埼玉県 蕨市 9月1日～30日 図書館の活用
認知症について理解を深めるための本・リー
フレットを並べたコーナーを設置

介護保険室 048-433-7756

59 埼玉県 蕨市 9月15日
認知症サポーター養

成講座
会場：蕨市総合社会福祉センター
対象：市内在住・在勤者

介護保険室 048-433-7756

60 埼玉県 蕨市 9月30日 映画・動画上映会
会場：蕨市文化ホールくるる
「ケアニン～あなたでよかった～」上映会

介護保険室 048-433-7756 午後・夜間の２部制で実施します。

61 埼玉県 戸田市 2022/9/1～30 展示

世界アルツハイマーデーに合わせ、市庁舎
等の市内公共施設の他、協力いただけた市
内事業所等における認知症への正しい理解
に関する啓発展示の実施や認知症関連図書
コーナーの設置

健康長寿課
地域包括ケア担当

048-441-1800（292）

認知症の人と家族の会が作成する
パネルを利用します。また、グループ
ホームに協力を得て、展示装飾物を
作成しています。

62 埼玉県 戸田市 2022/9/1～30 講演会・研修
世界アルツハイマー月間に合わせた認知症
Web講座の実施

健康長寿課
地域包括ケア担当

048-441-1800（292）
明治安田こころの健康財団と公民連
携により、セミナーを開催します。

63 埼玉県 入間市 ９月１２日～３０日 展示

「咲かせようオレンジの花」というテーマで当
事者やオレンジガーデニングプロジェクト賛
同者や支援者の声を掲示。オレンジ色の造
花や生花の寄せ植えも展示。

高齢者支援課地
域支援担当

04-2964-1111（内線1342）

市内賛同団体（一緒に普及啓発をし
てくれる企業、商店、市民団体など）
が９月までに育てた花が市民ホール
に集まり、空間がオレンジ色に染まり
ます。花の種の配布もしています。

64 埼玉県 入間市 9月21日 認知症カフェ
世界アルツハイマーデー当日に、イオンスタ
イル入間とコラボレーションし、イオンスタイ
ル入間２階で認知症カフェを実施

チームオレンジい
るま、イオンスタイ
ル入間

04-2964-1111（内線1342）

認知症カフェと共に市内小中学生が
作成した「認知症になっても暮らしや
すいまちとは」をテーマにしたメッセー
ジボードや生花の寄せ植えも展示。
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65 埼玉県 入間市 ９月号 広報誌掲載

「広報いるま」９月号
表紙には昨年度の市民ホールの展示の写
真を掲載。P3～7まで、オレンジガーデニング
プロジェクト特集ページで、市内賛同団体が
行った取り組みを紹介。

高齢者支援課地
域支援担当

04-2964-1111（内線1342）

広報誌の４分の１に、認知症関連の
内容が掲載。花の写真も満載でとて
もきれいな仕上がりです。

66 埼玉県 入間市 ９月号 広報誌掲載

エフエム茶笛発行「元気ないるまっ子新聞」９
月号
オレンジガーデニングプロジェクトに参加した
学校の１つ「藤沢東小学校」の取り組みを紹
介。

エフエム茶笛 04-2963-6663

市内小中学生全員に配布されるほ
か、市役所やイオンスタイル入間でも
配布します。

67 埼玉県 入間市 ７月～１０月 テレビ・ラジオ

エフエム茶笛
オレンジガーデニングプロジェクト特集コー
ナー。７月～１０月まで、イオンスタイル入間
のサテライトスタジオでお昼の公開生放送「く
らっしぃ～♪」毎週水曜日12：30～12：50まで
賛同団体や小中学生が出演し、認知症への
思いや取り組み内容を紹介。

エフエム茶笛 04-2963-6663
この時間は、入間市役所庁舎内でも
放送中。

68 埼玉県 入間市 ９月１日～３０日 グッズ・チラシ配布 啓発用ウエットティッシュの配布。
高齢者支援課地
域支援担当

04-2964-1111（内線1342）
市独自で作成した「認知症ガイドブッ
ク」等と一緒に配布します。

69 埼玉県 入間市 ９月１日～３０日 展示
展示、窓口の装飾
市役所の窓口や、市内公民館全館でオレン
ジ色の装飾を実施。

高齢者支援課地
域支援担当

04-2964-1111（内線1342）

公民館と高齢者支援課でオレンジ
ガーデニングプロジェクトを共催。公
民館でも賛同団体の作品を展示、装
飾。同時に、普及啓発パンフレットや
グッズ、オレンジ色の花の種も配布。

70 埼玉県 入間市 ９月～１２月 図書館の活用

認知症ブックフェア
ひとつの公民館に認知症関連の本を集めて
認知症の啓発。９月藤沢分館→１０月図書館
本館→１１月西武分館→１２月金子分館。

高齢者支援課地
域支援担当

04-2964-1111（内線1342）
同時に、普及啓発のための展示や
パンフレットも配布。

71 埼玉県 入間市 ９月１日～３０日 展示

イオンスタイル入間
市内小中学校が「認知症になっても暮らしや
すいまちとは」というテーマで作成した大型
メッセージボード（90㎝×180㎝）と、オレンジ
色の花の寄せ植えを店内あちこちに展示。

高齢者支援課地
域支援担当

04-2964-1111（内線1342）

オレンジガーデニングプロジェクトの
一環として実施。未来の社会のイ
メージや、「スローレーンの設置」な
ど、小中学生の目線からの「誰にで
も優しいまち」の提案です。

72 埼玉県 入間市 ９月２６日、２７日
相談会・体験会・交

流会
会場：東町公民館
認知症出張個別相談会。

豊岡東地域包括
支援センター

04-2960-1050
認知症地域支援推進員が個別相談
にのります。予約不要。

73 埼玉県 入間市 ９月中
認知症サポーター養

成講座

９月14日西武公民館、9月15日東藤沢公民
館、9月17日宮寺公民館、9月30日金子公民
館、東金子公民館

高齢者支援課地
域支援担当

04-2964-1111（内線1342）

アルツハイマー月間にあわせて、公
民館で実施。９月中、公民館はオレ
ンジ色に装飾されています。

74 埼玉県 入間市 ４月～９月 その他
オレンジガーデニングプロジェクトinいるま
2022年は95の賛同団体と一緒にたくさんの
普及啓発活動を実施。

高齢者支援課地
域支援担当

04-2964-1111（内線1342）

中学生が公民館の花壇の看板を作
成したり、老人会が小中学生ボラン
ティアと一緒に花壇をつくったり、病
院やお店も花を植え、市協定企業も
顧客に花の種や苗を配布したり、紹
介しきれないほどの活動が広がって
います。

75 埼玉県 志木市 9月29日 声掛け訓練
市内５つの高齢者あんしん相談センターで認
知症の方に対し、同時に声掛けの模擬訓練
を実施します。

長寿応援課 048-473-1111
市内初、５つの高齢者あんしん相談
センターで同時に行います。

76 埼玉県 新座市 ９月中 広報誌掲載
広報にいざ９月号特集記事「認知症にやさし
いまちづくりを目指します」において、市にお
ける認知症に関する取組を紹介

介護保険課介護
予防係

048-424-5186

77 埼玉県 新座市 ９月中 その他
本庁舎１階、介護保険課及び長寿はつらつ
課において、オレンジ色で作成した千羽鶴や
リースなどで窓口を装飾し、ピーアールする

介護保険課介護
予防係

048-424-5186
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78 埼玉県 新座市 ９月中 ポスター掲示
本庁舎１階、介護保険課窓口周辺で、認知
症に関するポスター掲示を行う（Ａ４サイズ程
度のコンパクトなものを予定）

介護保険課介護
予防係

048-424-5186
認知症のシンボルカラーの由来や市
のサービス、認知症地域支援推進員
等を紹介します。

79 埼玉県 新座市 ９月20,21,22日 その他

介護保険課、長寿はつらつ課及び地域包括
支援センターの職員がオレンジ色の不織布
マスクを着用し、ピーアールする。９月20,21
日の議会では、議員及び執行部にもマスクを
着用する予定。

介護保険課介護
予防係

048-424-5186

オレンジの不織布にロバのシールを
貼付し着用します。地域包括支援セ
ンターの職員には、積極的に訪問し
てピーアールしてもらいます。

80 埼玉県 新座市 ８～９月 その他
認知症に関する、「川柳」「絵画」「作文」の募
集。入選作品の表彰式は、１１月５日の「オレ
ンジフェスタ」（詳細は７に記載）で行う。

介護保険課介護
予防係

048-424-5186

「川柳」は市内在住、在勤であれば、
どのたでも、「絵画」は小学生、「作
文」は中学生を対象として募集しま
す。

81 埼玉県 新座市 ９月 図書館の活用 認知症とそのケアに関する図書の紹介。
介護保険課介護
予防係

048-424-5186

82 埼玉県 新座市 １１月 講演会・研修

１１月５日（土）に「オレンジフェスタ」を開催。
本催事の中で、認知症サポーター養成講座
特別編を実施し、「埼玉県オレンジ大使」の
菊地氏を招聘し、講話いただく予定。

介護保険課介護
予防係

048-424-5186

認知症について、見て、知って、感じ
てもらうイベントを開催。
講演会、認知症に関するパネル展
示、本人作品展、相談ブース、健康
チェック等たくさんの企画を実施しま
す。

83 埼玉県 桶川市 ９月１日～９月３０日 図書館の活用
市内３図書館で認知症に関する蔵書の特集
ブースを設ける

高齢介護課　地域
包括ケア推進係

048-788-4938

84 埼玉県 桶川市 9月9日 講演会・研修
認知症サポーターステップアップ講座（回想
法を学ぼう）

高齢介護課　地域
包括ケア推進係

048-788-4938

85 埼玉県 桶川市 9月18日 その他
すぺしゃるおはなし会「ものわすれのびょう
き」って？

高齢介護課　地域
包括ケア推進係

048-788-4938

86 埼玉県 桶川市 ８月発行 その他
市の認知症施策の新聞（おれんじ新聞9号）
発行

高齢介護課　地域
包括ケア推進係

048-788-4938

87 埼玉県 久喜市 9月21日
認知症サポーター養

成講座
鷲宮総合支所4階407会議室にて実施。定員
35名、予約受付中。

鷲宮地域包括支
援センター

0480-58-9131 市内在住・在勤者

88 埼玉県 久喜市 9月1日～9月30日
ポスター掲示・懸垂

幕・のぼり旗
庁舎にアルツハイマー月間のポスターを掲
示

高齢者福祉課 0480-22-1111

89 埼玉県 久喜市 9月13日 認知症カフェ オレンジカフェ実施（栗橋公民館）
栗橋地域包括支
援センター

0480-52-7835
市内在住者。
予約なし。直接会場へお越しくださ
い。

90 埼玉県 久喜市 9月21日 認知症カフェ オレンジカフェ実施（中央公民館） 高齢者福祉課 0480-22-1111
市内在住者。
予約なし。直接会場へお越しくださ
い。

91 埼玉県 久喜市 9月27日 認知症カフェ オレンジカフェ（あやめ会館）実施
菖蒲地域包括支
援センター

0480-85-8131
市内在住者。
予約なし。直接会場へお越しくださ
い。

92 埼玉県 北本市 9月27日 講演会・研修
認知症についての理解を深める講演会の開
催（北本市文化センター）

高齢介護課高齢
者福祉担当

048-594-5539
認知症の人の介護経験がある介護
職員による体験談の講話です。

93 埼玉県 八潮市 8月29日～9月2日 展示 市役所ロビーにて認知症に関する展示
長寿介護課地域
包括ケア推進係

048-996-2111(内線448)
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94 埼玉県 八潮市 9月10日 広報誌掲載
広報やしお９月号　アルツハイマー月間の特
集記事掲載

長寿介護課地域
包括ケア推進係

048-996-2111(内線448)

95 埼玉県 八潮市 9月17日 グッズ・チラシ配布
フレスポ八潮にて認知症の理解を深めるた
めの啓発品の配布及び相談ブースの設置

長寿介護課地域
包括ケア推進係

048-996-2111(内線448)

認知症地域支援推進員による相談
ブースの設置、ボランティア・市職員
による啓発品の配布を行います。

新型コロナウイルスの感染
状況や天候の状況により中
止の場合もあります。

96 埼玉県 富士見市 9月15日～16日
相談会・体験会・交

流会
認知症に関する電話相談

高齢者福祉課高
齢者支援係

049-252-7108
認知症地域支援推進員による認知
症に関する電話相談を行います。

97 埼玉県 富士見市 ９月1日～30日 図書館の活用 アルツハイマー月間の展示
高齢者福祉課高
齢者支援係

049-252-7108

富士見市立中央図書館において、ア
ルツハイマーに関する書籍とともに、
ポスター掲示やリーフレットを設置し
ます。

富士見市立中央図書館
049-252-5825

98 埼玉県 富士見市 10月15日
認知症サポーター養

成講座
認知症サポーターフォローアップ研修の開催
（富士見市立総合体育館）

高齢者福祉課高
齢者支援係

049-252-7108

認知症の理解をより深められるよう、
オレンジ大使とオレンジチューターに
よる講演やグループワークを実施し
ます。

※アルツハイマー月間と併せて
9月開催で調整していたが、講
師との都合が合わず、10月開
催となった。

99 埼玉県 三郷市 ９月１日～３０日 展示 市内図書館で認知症特集コーナーの設置
長寿いきがい課地
域包括係

048-930-7793

認知症の相談先について、認知症あんし
んガイドブックや若年性認知症リーフレッ
トを図書館蔵書の認知症の本と合わせ
て掲示します。

100 埼玉県 三郷市 9月1日～30日 グッズ・チラシ配布

長寿いきがい課窓口（健康福祉会館4階）、
集団方式の健康診断・がん検診会場（健康
福祉会館1階）にて認知症啓発グッズの配布
(消毒ジェル)

長寿いきがい課地
域包括係

048-930-7793
認知症か簡易的に判別できる「認知症簡
易チェックサイト」のQRコードも添付しま
す。

101 埼玉県 坂戸市 9月 展示
市役所市民ホール、図書館での認知症普及
啓発コーナー設置

高齢者福祉課地
域包括ケア推進係

049-227-6099
期間中、市役所市民ホールおよび図
書館で認知症関連の展示をします。

102 埼玉県 坂戸市 9月 グッズ・チラシ配布
ウエルシアでアルツハイマー月間関連チラシ
やグッズ、認知症ケアパスを配布

高齢者福祉課地
域包括ケア推進係

049-227-6099

期間中、ウエルシアでアルツハイ
マー月間関連チラシやグッズ、認知
症ケアパスを配布します（チラシ等が
なくなり次第終了）。

103 埼玉県 坂戸市 9月 ポスター掲示
市役所、ウエルシア、図書館等にアルツハイ
マー月間のポスターを掲示

高齢者福祉課地
域包括ケア推進係

049-227-6099
期間中、アルツハイマー月間のポス
ターを掲示します。

104 埼玉県 鶴ヶ島市 9月16日～29日 展示 市役所1階ロビーにて認知症情報の展示
健康長寿課地域
包括ケア推進担当

049-271-1111
（内線206）

認知症に関する情報や地域密着型
サービス事業所の紹介ポスターの展
示を行います。

105 埼玉県 鶴ヶ島市 9月5日 講演会・研修
「これって認知症？」認知症に関する講話及
び相談会の開催（北市民センター）

健康長寿課地域
包括ケア推進担当

049-271-1111
（内線206）

認知症疾患医療センター相談員によ
る認知症の講話。終了後、希望者に
個別相談を実施します。

106 埼玉県 鶴ヶ島市 9月15日・29日
相談会・体験会・交

流会

認知症地域支援推進員による相談会の実施
（15日：東市民センター、29日：富士見市民セ
ンター）

地域包括支援セン
ターぺんぎん

049‐271-5123

107 埼玉県 鶴ヶ島市 9月27日
認知症サポーター養

成講座
市民向けに認知症サポーター養成講座を開
催

健康長寿課地域
包括ケア推進担当

049-271-1111
（内線206）

108 埼玉県 日高市 ９月１日～３０日 図書館の活用 認知症関連本の展示・貸し出し
長寿いきがい課高
齢者支援担当

042-989-2111（代表）

109 埼玉県 日高市 9月7日 グッズ・チラシ配布
認知症の理解を深めるためのリーフレットや
日高市の認知症関連事業をまとめた情報誌
等を配布

長寿いきがい課高
齢者支援担当

042-989-2111（代表）

認知症サポーター・認知症地域支援
推進員・市職員がリーフレット等を配
布して啓発します。
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110 埼玉県 吉川市 ９月１日～３０日 展示 図書館と介護事業所のコラボ展示
長寿支援課高齢
福祉係

０４８－９８２－５１１８
期間中、図書館に介護事業所の利
用者が作成した作品を展示します。

111 埼玉県 吉川市 9月1日 広報誌掲載
９月号広報に認知症の理解を深めるための
特集ページを掲載

長寿支援課高齢
福祉係

０４８－９８２－５１１８

９月号広報に認知症の理解を深める
ための特集ページを掲載（１０月に実
施する認知症イベントの周知含む）

112 埼玉県 ふじみ野市 9月21日 その他 認知症啓発イベントの実施
高齢福祉課地域
支援係

049-262-9038

イオンタウンと共催で認知症啓発イ
ベントを開催いたします。認知症相談
コーナーやオレンジカフェも開催しま
す。

113 埼玉県 ふじみ野市 9月27日 講演会・研修 認知症講座
高齢福祉課地域
支援係

049-262-9038
認知症に対する正しい知識を学ぶた
め、認知症講座を開催します。
講師：武蔵野大学　渡邉浩文　教授

114 埼玉県 ふじみ野市 9月5日～10月1日 展示 認知症パネル展
高齢福祉課地域
支援係

049-262-9038
「認知症の人とその家族を支えるた
めに」をテーマに、認知症パネル展を
開催します。

115 埼玉県 ふじみ野市 9月17日 映画・動画上映会
市民大学ふじみ野特別公開講座
（アルツハイマー月間）高齢福祉課共催イベ
ント）

高齢福祉課地域
支援係、市民大学
ふじみ野

049-262-9038
049-257-5533

富家病院の根生心理士による講演
会と、ヒューマンドキュメンタリー映画
である「ゆめのほとり」を上映します。

申込は市民大学のホーム
ページ又はチラシを切り取っ
て応募してください

116 埼玉県 小川町 9月１日～３０日 広報誌掲載
認知症及び相談事業等について広報にて啓
発

長生き支援課 0493-74-2323

117 埼玉県 長瀞町 9月1日～30日 図書館の活用
多世代ふれあいベース長瀞でアルツハイ
マー月間周知と認知症に関する絵本の展示

健康福祉課 ０４９４－６６－３１１１
期間中、認知症に関する絵本の貸し
出し

118 埼玉県 長瀞町 9月1日～30日 その他
子育て支援事業で認知症に関する絵本読み
聞かせの実施

健康福祉課 ０４９４－６６－３１１１

期間中に実施する子育て支援事業
で親子に認知症に関する絵本読み
聞かせ

119 埼玉県 長瀞町 9月8日 認知症カフェ オレンジカフェ実施 健康福祉課 ０４９４－６６－３１１１

ローリングストックの講話実施。認知
症のある方もそうでない方も、普段か
らの備えを一緒に考える。

120 埼玉県 杉戸町 9月16日 認知症カフェ 認知症カフェを実施 高齢介護課 0480-33-1111

121 埼玉県 杉戸町 9月中 図書館の活用
アルツハイマー月間中、図書館に特設コー
ナーを設置

高齢介護課 0480-33-1111
特設コーナーにて、ポスター掲示・
リーフレット配布の他、認知症関連の
書籍紹介、町事業の啓発
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