
市町名 事業名 内容 実施日 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
（会場・対象者等）

認知症早期発見リーフレットの配布
認知症の早期発見につながるリーフレットを関係団
体，民間企業などに配布

9月～
高齢福祉課企画グ
ループ

028-632-2904 一般市民

認知症フレンドリーフェスタ
～地域で支える認知症～

認知症の本人と地域住民が交流を図るイベントの開
催

9月1日
高齢福祉課企画グ
ループ

028-632-2904

認知症サロンの取組紹介や，サロ
ンで作成した物品等の販売，もの忘
れ相談会の開催のほか，認知症の
本人と参加者の交流の場として，合
唱やエレクトーン奏者による演奏会
など，認知症の本人と地域住民が
交流を図るイベントを開催します。

会場：オリオンスクエア

認知症周知啓発動画配信
バス停留所や金融機関のモニターを活用した認知症
の周知啓発に関する動画を配信

9月1日～9月30日
高齢福祉課企画グ
ループ

028-632-2904 一般市民

認知症サロン（オレンジサロン）紹介
や
もの忘れ相談会の案内

コミュニティＦＭ「ミヤラジ」において，認知症サロン（オ
レンジサロン）紹介など，本市の認知症施策の情報を
発信

9月1日，8日，15
日，22日，29日

高齢福祉課企画グ
ループ

028-632-2904

認知症サロン（オレンジサロン）の
運営者にご出演いただき，それぞ
れのサロンの特色や活動内容など
を紹介します。

一般市民

宇都宮タワーライトアップ 宇都宮タワーのライトアップを実施 9月17日～9月23日
高齢福祉課企画グ
ループ

028-632-2904
期間中，宇都宮タワーを認知症の
シンボルカラーであるオレンジ色に
ライトアップします。

一般市民

世界アルツハイマーデー記念講演会

基調講演：「認知症とは？～認知症の症状・治療につ
いて～」
対談：「家族が認知症になったら？
　　　　～誰かとつながることの大切さ～」

9月19日
高齢福祉課企画グ
ループ

028-632-2904

コロナ禍により，不安を抱えている
認知症の本人や介護者の不安の
解消を図ることが出来るよう，認知
症への正しい知識や認知症介護の
現状・支援を学びます。

会場：作新学院大学

もの忘れ相談会
認知症に関する不安等を抱えている本人や家族の不
安解消を図る相談会を開催

9月28日
高齢福祉課企画グ
ループ

028-632-2904
公益社団法人認知症の人と家族の
会が認知症に関する相談に応じま
す。

会場：中央図書館

もの忘れ相談会
認知症に関する不安等を抱えている本人や家族の不
安解消を図る相談会を開催

11月，1月，3月
高齢福祉課企画グ
ループ

028-632-2904
公益社団法人認知症の人と家族の
会が認知症に関する相談に応じま
す。

認知症キャラバン・メイトフォローアップ研修
認知症サポーター養成講座の講師役である認知症
キャラバン・メイトの資質向上やメイト同士の交流を目
的とした研修

2月
高齢福祉課企画グ
ループ

028-632-2904

認知症普及啓発事業 史跡足利学校のライトアップを実施 9月1日～9月30日
元気高齢課
地域包括ケア推進担
当

0284-20-2246
期間中、史跡足利学校を認知症支
援のオレンジ色にライトアップしま
す。

会場：史跡足利学校
（RUN伴+足利・佐野2020と共催
事業）

認知症普及啓発事業 認知症に関する図書の展示 9月1日～9月30日 市立図書館 0284-41-8881
期間中、認知症に関する図書コー
ナーを設けて図書の展示をします。

会場：市立図書館

各市町における認知症に関する講演会等のイベント開催一覧

宇都宮市

足利市
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各市町における認知症に関する講演会等のイベント開催一覧

認知症普及啓発事業 織姫神社、トチセンのライトアップを実施 9月1日～9月30日
RUN伴+足利・佐野
2021実行委員会

080-4126-8730
（代表：柳）

織姫奉賛会、トチセンの協力によ
り、期間中、認知症支援のオレンジ
色にライトアップをします。

会場：織姫神社、トチセン

認知症普及啓発事業
認知症の人やその家族の声や認知症に関する情
報、RUN伴の活動を展示

9月12日～9月16日
RUN伴+足利・佐野
2022実行委員会

080-4126-8730
（代表：柳）

会場：足利市役所市民ホール

認知症普及啓発事業
協賛企業や介護施設において、オレンジのフラッグを
リレーして展示

9月16日
RUN伴+足利・佐野
2021実行委員会

080-4126-8730
（代表：柳）

会場：足利市内各所

認知症普及啓発事業 竹灯りオレンジライトアップ 9月23日
RUN伴+足利・佐野
2021実行委員会

080-4126-8730
（代表：柳）

会場：名草ふるさと交流館

コミュニティFM出演（FMくらら）
11：00～11：35「教えて認知症」コミュニティFM（FMくら
ら）の番組内で認知症に関する情報を発信

9月12日
地域包括ケア推進課　
栃木中央地域包括支援
センター係

0282-21-2245
栃木市の広報番組内で認知症に関
する情報提供を行います。

市民

広報とちぎ9月号掲載
認知症普及啓発月間の特集記事として、栃木市の認
知症に関する取り組み、認知症に関する相談窓口等
を掲載

広報9月号
地域包括ケア推進課　
栃木中央地域包括支援
センター係

0282-21-2245
栃木市の取り組みや相談窓口等に
ついて掲載しています。

市民

普及啓発月間街頭キャンペーン
14：00～15：00イオン栃木店にてRUN伴と認知症に関
するリーフレット・相談窓口一覧等を配布

9月13日
地域包括ケア推進課　
栃木中央地域包括支援
センター係

0282-21-2247
認知症に関する理解を深めるため
リーフレット、相談窓口一覧等を配
布します。

市民・店舗利用者

市民特別講座
認知症についての理解を深めるイベント（講演会）の
開催【とちぎ岩下の新生姜ホール（栃木文化会館）】

9月24日
地域包括ケア推進課　
地域包括ケア推進係

0282-21-2247

基調講演「コロナ時代の認知症～
認知症の予防と早期診断～」及び
事例報告「大平地域における認知
症高齢者等声掛け模擬訓練の実施
状況について」を実施します。

市民

認知症関連図書・普及啓発ブースの設置
栃木市栃木図書館受付前コーナーにて、認知症に関
連する図書の展示、認知症に関する情報・相談窓口
一覧等のリーフレットを設置

9月3日～10月6日
地域包括ケア推進課　
栃木中央地域包括支援
センター係

0282-21-2245
認知症関連図書の展示、認知症に
関する情報・相談窓口一覧等の
リーフレットを設置します。

市民・来館者

オレンジバッジ着用キャンペーン
来庁者に認知症に関心を持っていただくため、職員
がオレンジバッジを着用して業務を行う・のぼりの設
置

9月1日～30日
地域包括ケア推進課　
栃木中央地域包括支援
センター係

0282-21-2245

地域包括ケア推進課・高齢介護課
職員がオレンジバッジを着用して業
務を行います。各包括支援センター
にのぼりを設置します。

各地域包括支援センター

認知症普及啓発月間のPR
認知症のテーマカラーであるオレンジ色のお花紙に
て文字を作成し、認知症普及啓発月間をPR・パネル
の展示

9月1日～30日
地域包括ケア推進課　
栃木中央地域包括支援
センター係

0282-21-2245
認知症普及啓発月間に関するＰＲ・
パネルの展示を行います。

栃木市役所　本庁　2F
市民・来庁者

佐野市

・チームオレンジさの　取組紹介・講話
「困った時の対応を学ぼう～買い物先
での困りごと事例から学ぶ～」・脳活
体操

・チームオレンジさの　取組紹介・講話「困った時の対
応を学ぼう～買い物先での困りごと事例から学ぶ
～」・脳活体操

9月20日
いきいき高齢課
地域支援事業係

0283（20）3021

認知症サポーターになったスー
パー職員から、スーパーで困った時
の対応を学ぶ内容が盛り込まれて
います。

イオンモール佐野新都市店

足利市

栃木市
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市町名 事業名 内容 実施日 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
（会場・対象者等）

各市町における認知症に関する講演会等のイベント開催一覧

鹿沼市
鹿沼市介護者の会
（認知症の人を抱える家族の会）

認知症の方を介護している家族の負担軽減や意見交
換などを目的とした会の開催

毎月第４木曜日
高齢福祉課地域包括
支援センター

0289-63-2175
会場：鹿沼市民情報センター
対象者：認知症の方を介護する
家族

いちごの花 認知症の方、その家族、地域の方の集いの場。 毎月第３土曜日
鹿沼南地域包括支援
センター

0289-60-2000 北押原コミュニティセンター

アダージョ 認知症の方、その家族、地域の方の集いの場。 休止中
上都賀総合病院・リ
ハビリテーション科

0289-64-2161 上都賀総合病院

オレンジ　まいら
認知症の方、その家族、地域の方の集いの場。ドッグ
カフェ。

休止中 オレンジ　まいら 0289-65-4321 Cafe Maera

認知症普及啓発事業 認知症の理解を深めるためのリーフレットを配布。 9月
高齢福祉課地域包括
支援センター

0289-63-2175
市役所本庁舎、各地域包括支
援センター、各コミュニティセン
ター等

認知症普及啓発事業
広報かぬま9月号に、世界アルツハイマー月間の特
集として市の認知症施策等を掲載。

9月
高齢福祉課地域包括
支援センター

0289-63-2175

認知症普及啓発事業
鹿沼市役所内に認知症の理解を深めるための展示
コーナーを設置。

9月
高齢福祉課地域包括
支援センター

0289-63-2175 市役所本庁舎

認知症普及啓発活動
図書館に認知症の特設コーナーを設置。認知症に関
する書籍を紹介するとともに、認知症の理解を深める
ためのリーフレットを配布。

9月1日～30日
高齢福祉課地域包括
支援センター

0288‐21‐2137
認知症についてあらゆる層の年代
の方に、普及啓発を行います。

会場：市内図書館（3か所）

認知症普及啓発活動

市役所内に認知症の特設コーナーを設置し、認知症
の理解を深めてもらうため、リーフレットを配布。家族
の会の紹介も兼ねる。
また、デジタルサイネージを活用し、認知症の情報や
オレンジドクターを紹介する。

9月2日～22日
高齢福祉課地域包括
支援センター

0288‐21‐2137
市民に認知症について普及啓発を
行い、理解を深めてもらいます。

会場：日光市役所
対象者：一般市民

オレンジカフェほっこりサロン
講演会や演奏会を開催しするとともに、カフェの活動
を通して、認知症や認知症家族の方々と交流を図っ
ている。

毎月第3日曜日
オレンジカフェほっこ
りサロン

0288－25－3206
地域の方と交流を図りながら、認知
症になっても安心して地域で暮らす
ことをサポートしていきます。

会場：オレンジカフェほっこりサ
ロン

ほっとウェーブ
ランチやお茶を飲みながら、おしゃべりをして、認知症
や認知症家族の方々と交流を図っている。

毎週木曜日 ほっとウェーブ 0288－21－1155
地域の方と交流を図りながら、認知
症になっても安心して地域で暮らす
ことをサポートしていきます。

会場：ほっとウェーブ

認知症介護家族教室
認知症看護認定看護師を講師に迎え、認知症の介
護を学ぶ。また、認知症家族の会の方に、介護につ
いて語っていただく。

10月28日
高齢福祉課地域包括
支援センター

0288－21－2137

認知症の介護について、専門家の
講義や実際に経験した家族の方に
お話しいただき、理解を深めていき
ます。

会場：日光市役所

日光市

鹿沼市
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市町名 事業名 内容 実施日 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
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各市町における認知症に関する講演会等のイベント開催一覧

認知症普及啓発事業 認知症に関する展示を実施 9月14日～27日
高齢生きがい課在宅
医療介護連携係

0285-22-9853
アルツハイマーデー・月間に併せて
認知症地域支援推進員が作成した
パネル等を掲示して啓発します。

市役所1階多目的スペース

認知症普及啓発事業 図書館で認知症に関するコーナーを設置 9月1日～30日
高齢生きがい課在宅
医療介護連携係

0285-22-9853
アルツハイマーデー・月間に併せて
認知症に関する本の紹介や認知症
についての啓発をします。

小山市立中央図書館

もの忘れ相談会 相談会・本人ミーティングの開催 9月21日
高齢生きがい課在宅
医療介護連携係

0285-22-9853

図書館でもの忘れについて気軽に
相談できる相談会と本人同士で話
し合える本人ミーティングを開催し
ます。

小山市立中央図書館

認知症普及啓発事業 広報誌に特集記事を掲載 9月号
高齢生きがい課在宅
医療介護連携係

0285-22-9853
認知症の相談窓口について掲載し
ています。

広報おやま

認知症普及啓発事業
ケーブルテレビの行政チャンネルにて「認知症の対策
について」を放送

9月11日～20日
高齢生きがい課在宅
医療介護連携係

0285-22-9853
認知症に関する市の事業について
紹介しています。

テレビ小山株式会社

認知症普及啓発事業 ローカルラジオにて「認知症の対策について」を放送 9月15日
高齢生きがい課在宅
医療介護連携係

0285-22-9853
認知症に関する事業案内を放送し
ています。

おーラジ

認知症普及啓発事業
ケーブルテレビの行政チャンネルにて「認知症予防啓
発」を放送

9月11日～20日
高齢生きがい課在宅
医療介護連携係

0285-22-9853
認知症予防に関する内を放送して
います。

テレビ小山株式会社

オレンジカフェ 認知症カフェの開催 毎月第2・4火曜日
高齢生きがい課在宅
医療介護連携係

0285-22-9853
認知症本人や家族が気軽に参加で
きる認知症カフェを開催していま
す。

小山市旧保健福祉センター４階

もの忘れ相談会 相談会・本人ミーティングの開催 2月15日
高齢生きがい課在宅
医療介護連携係

0285-22-9853

図書館でもの忘れについて気軽に
相談できる相談会と本人同士で話
し合える本人ミーティングを開催し
ます。

小山市立中央図書館

認知症講話 認知症地域支援推進員による認知症に関する講話 随時
高齢生きがい課在宅
医療介護連携係

0285-22-9853
認知症地域支援推進員による認知
症に関する講話を行います。

会場：申込者の希望場所
対象：企業、自治会、老人クラ
ブ、民生委員などの各団体

図書館に認知症コーナーを設置
市立図書館、市立二宮図書館で認知症コーナーを作
り、認知症関係の本や絵本、ちらしなどを設置してい
る。

8/30～10/3
いきいき高齢課地域
支援係

0285-83-8132
認知症に関する本や絵本などを置
いています。この機会にご利用くだ
さい。

市立真岡図書館
市立二宮図書館

FMもおか
真岡市の認知症施策について
時間：12：00～12：30

9月1日
いきいき高齢課地域
支援係

0285-83-8132

もおかテレビ「もおかインフォ」 真岡市の認知症施策について 9/5～9/11
いきいき高齢課地域
支援係

0285-83-8132

小山市

小山市

真岡市
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認知症家族の介護教室

認知症の方を介護している家族向けの教室。
9/5「認知症について学ぼう」
9/22「グループホームについて、成年後見制度につ
いて」
場所：市公民館第７会議室

9/5、9/22
いきいき高齢課地域
支援係

0285-83-8132
認知症の方を介護している家族向
けの教室です。講話のほか、情報
交換等を行います。

対象者：認知症の方を介護して
いる家族

にのみやカフェ
時間：10：00～11：00
場所：二宮分館

9/15、10/20、
11/17、12/15、

1/19、2/16、3/16

いきいき高齢課地域
支援係

0285-83-8132
市のボランティア「オレンジパート
ナー」が中心となって開催していま
す。

毎月第３木曜日に実施
どなたでも参加できます

あおぞらカフェ
時間：10：00～11：00
場所：市役所２階青空ステーション

9/26、10/24、
11/28、12/26、

1/23、2/27、3/27

いきいき高齢課地域
支援係

0285-83-8132
市のボランティア「オレンジパート
ナー」が中心となって開催していま
す。

毎月第4月曜日に実施
どなたでも参加できます

ウエルカフェ
(脳トレ教室)

時間：10：00～11：00
場所：ウエルシア真岡大谷新町店

9/8、10/13、
11/10、12/8、
1/12、2/9、3/9

いきいき高齢課地域
支援係

0285-83-8132
市のボランティア「オレンジサポー
ター」による脳トレ教室です。

毎月第2木曜日に実施
どなたでも参加できます

広報もおか10月号に認知症施策につ
いて掲載

広報もおか10月号に認知症カフェの特集を掲載 10月
いきいき高齢課地域
支援係

0285-83-8132

認知症個別相談会
認知症疾患医療センターの認知症看護認定看護師
による個別相談会を実施

11/14、2/13
いきいき高齢課地域
支援係

0285-83-8132
市の認知症地域支援推進員も立ち
合います

認知症の心配のある方、認知症
の症状に困っている家族など

認知症普及啓発事業
市内図書館に認知症関連の書籍やパンフレットを展
示するコーナーを設置

9月1日～31日
高齢者幸福課地域支
援係

0287-23-8917
大田原図書館
黒羽図書館

認知症普及啓発事業
認知症への理解を深めるため、認知症関連資料を展
示・パンフレット等設置

9月20日・21日
高齢者幸福課地域支
援係

0287-23-8917 大田原市役所本庁舎

認知機能簡易検査 タブレットを用いた認知症、物忘れの簡易検査。 9月１日～11月29日 高齢対策課 0277-43-3896 自治公民館等

おたがいさんカフェ
認知症の当事者や家族、地域の方が気軽に集う場の
提供。

毎月第3金曜日 高齢対策課 0277-43-3896 café花りんご

なんくるないさぁ
認知症の当事者や家族、地域の方が気軽に集う場の
提供。

毎月第4日曜日 マイホームコリーナ 0287-48-8260 マイホームコリーナ

認知症フレンドリー講座
VRを用いて認知症の理解を深めるための体験を行
う。医療・介護関係者対象。

9月22日 高齢対策課 0277-43-3896 矢板市生涯学習館

大田原市

矢板市

真岡市
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市町名 事業名 内容 実施日 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
（会場・対象者等）

各市町における認知症に関する講演会等のイベント開催一覧

認知症に関する図書等の展示 認知症に関する図書等の展示 8月30日～9月19日
高齢福祉課地域支援
係

0287-62-7327 那須塩原市図書館みるる

認知症カフェの紹介
認知症カフェ参加者等の作品展示

認知症カフェの紹介
認知症カフェ参加者等の作品展示

9月1日～9月12日
高齢福祉課地域支援
係

0287-62-7327 まちなか交流センターくるる

世界アルツハイマーデーのポスター
掲示、リーフレット配布

世界アルツハイマーデーのポスター掲示、リーフレット
配布

9月1日～9月30日
高齢福祉課地域支援
係

0287-62-7327 市役所、地域包括支援センター

チームオレンジなすしおばら立上げ記
念イベント開催

チームオレンジなすしおばら立上げ記念イベント開催 9月21日
高齢福祉課地域支援
係

0287-62-7327 まちなか交流センターくるる

認知症に関心を持ってもらうため、Rを
実施

認知症に関心を持ってもらうため、Rを実施 9月21日
高齢福祉課地域支援
係

0287-62-7327 全職員に協力依頼

認知症に関する図書の展示 認知症に関する図書の展示 11月
高齢福祉課地域支援
係

0287-62-7327 西那須野図書館

認知症に関する図書の展示 認知症に関する図書の展示 2月
高齢福祉課地域支援
係

0287-62-7327 塩原図書館

認知症カフェの紹介
認知症カフェ参加者等の作品展示

認知症カフェの紹介
認知症カフェ参加者等の作品展示

2月
高齢福祉課地域支援
係

0287-62-7327 塩原支所

認知症カフェの実施 認知症カフェの実施 通年
那須塩原市社会福祉
協議会本所

0287-37-5122 オレンジドアにしなす 健康長寿センター

認知症カフェの実施 認知症カフェの実施 通年
那須塩原市社会福祉
協議会黒磯支所

0287-63-3868 笑温カフェ くるる まちなか交流センターくるる

ホームページに認知症に関する情報
を掲載

ホームページに認知症に関する情報を掲載 通年
高齢福祉課地域支援
係

0287-62-7327

認知症施策ポスター展示
（市内医療機関・事業所）

認知症施策ポスター展示
（市内医療機関・事業所）

常時 高齢課地域包括ケア推進係 028-681-1155
市の認知症施策に関するポスター
を掲示しています。

ぴーちサロン
〔ハッピークローバー（氏家馬場郵便
局前）〕

ぴーちサロン
〔ハッピークローバー（氏家馬場郵便局前）〕

毎月第3金曜日 高齢課地域包括ケア推進係 028-681-1155
状況によりお休みとなる場合が
あります。事前に連絡し、ご参加
ください。

那須塩原市

那須塩原市

さくら市
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市町名 事業名 内容 実施日 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
（会場・対象者等）

各市町における認知症に関する講演会等のイベント開催一覧

オレンジカフェ 行ってみよう
（桑久保宅）

オレンジカフェ 行ってみよう
（桑久保宅）

毎月第2木曜日 高齢課地域包括ケア推進係 028-681-1155
状況によりお休みとなる場合が
あります。事前に連絡し、ご参加
ください。

アルツハイマー月間図書ブース
（氏家図書館・喜連川図書館）

アルツハイマー月間図書ブース
（氏家図書館・喜連川図書館）

9月 高齢課地域包括ケア推進係 028-681-1155
市内図書館に認知症に関連した図
書のブースを設けます。

アルツハイマー月間図書ブース
（TUTAYAさくら店）

アルツハイマー月間図書ブース
（TUTAYAさくら店）

9月 高齢課地域包括ケア推進係 028-681-1155
書店内に認知症に関連した図書の
ブースを設けます。

アルツハイマー月間認知症展示ブー
ス
（道の駅、温泉施設、直売所等）

アルツハイマー月間認知症展示ブース
（道の駅、温泉施設、直売所等）

9月 高齢課地域包括ケア推進係 028-681-1155
市内施設に認知症に関する展示
ブースを設けます。

認知症の理解を深めるためのポス
ター・リーフレットを設置
（オレンジドクター在籍市内医療機関）

認知症の理解を深めるためのポスター・リーフレットを
設置
（オレンジドクター在籍市内医療機関）

9月 高齢課地域包括ケア推進係 028-681-1155
医療機関に「認知症の人と家族の
会」作成のポスター・リーフレットを
設置します。

RAN伴栃木2022 RAN伴栃木2022 9月10日 高齢課地域包括ケア推進係 028-681-1155
RAN伴Tシャツを着用し、公共交通
機関を利用して移動することで普及
啓発を図ります。

那須烏山市 認知症の正しい知識があなたを守る 会　場：那珂川町小川総合福祉センター
14時00分～15時30分

9月18日 南那須医師会 0287-82-2472
南那須医師会、那珂川町と合同開
催

南那須地区地域住民公開講座
南那須地区在宅医療介護連携
研修会
栃木県医師会地域保健活動推
進協議会事業

認知症普及啓発事業
世界アルツハイマーデー及び月間と併せて、認知症
の理解を深めるための市の取組を記事にして市広報
に掲載

9月1日～9月30日 高齢福祉課 0285-32-8904

認知症地域支援・ケア向上事業
オレンジカフェ｢しもつけ茶屋｣
10時～正午 9月14日・22日 高齢福祉課 0285-32-8904

新型コロナウイルスの感染状況に
より、中止の場合があります。

グリーンタウンコミュニティセン
ター会議室
（下野市緑3-5-4）

認知症地域支援・ケア向上事業
オレンジカフェ｢より処グリム｣
10時～正午 9月16日 高齢福祉課 0285-32-8904

新型コロナウイルスの感染状況に
より、中止の場合があります。

グリムの館2階図書コーナー(下
野市下古山747)

認知症地域支援・ケア向上事業
オレンジカフェ｢おひさま｣
13時～15時 9月28日 高齢福祉課 0285-32-8904

新型コロナウイルスの感染状況に
より、中止の場合があります。

サン薬局内
(下野市文教1-19-4)

認知症地域支援・ケア向上事業
オレンジカフェ「ゆうゆう茶屋」
10時～正午

9月2日 高齢福祉課 0285-32-8904
新型コロナウイルスの感染状況に
より、中止の場合があります。

保健福祉センターゆうゆう館　
ゆうがお作業所
（下野市小金井789）

下野市

さくら市

さくら市

7



市町名 事業名 内容 実施日 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
（会場・対象者等）

各市町における認知症に関する講演会等のイベント開催一覧

認知症カフェ「えんがわ」 上三川いきいきプラザにて開催 毎週㈫か㈮
上三川町地域包括支
援センター

0285-56-5513

認知症カフェは認知症の方とご家
族の集いの場です。参加者同士の
交流や情報交換、悩みを話し合う
場です。

上三川いきいきプラザ

認知症カフェ「えんがわ」 明治コミュニティセンターにて開催 毎週㈮
上三川町地域包括支
援センター

0285-56-5513

認知症カフェは認知症の方とご家
族の集いの場です。参加者同士の
交流や情報交換、悩みを話し合う
場です。

明治コミュニティセンター

上三川町 地域タウン誌「かみしるべ」
広報かみのかわに織り込みで、地域の支え合いにつ
いて普及啓発するために発行している「かみしるべ」
を配布。誌面内で認知症についての記事を掲載。

9月30日配布 上三川町健康福祉課 0285-56-9102
認知症予防のための脳トレや上三
川町認知症ケアパスを掲載します。

アップルサロン
認知症の方・家族や地域の人を対象とし、会話を楽し
みながら体操や制作活動等をおこなう。

９月８・２２日
高齢者支援課高齢者
支援係

0285-70-2550 益子町大字益子925

認知症普及啓発事業 認知症の理解を深めるためのリーフレットを配布 9月16日
高齢者支援課高齢者
支援係

0285-70-2550
介護予防教室で、認知症について
のリーフレットを配布する。

駅舎多目的ホール

認知症普及啓発事業 認知症の理解を深めるためのリーフレットを配布 ９月５日～９日
高齢者支援課高齢者
支援係

0285-70-2550 各サロン

認知症普及啓発事業 茂木町認知症ケアパス・認知症あんしんガイドの配布 ９月１日～９月３０日
保健福祉課高齢者支
援係

0285-63-5651
図書館・認知症カフェ・デマンド
タクシー・役場

認知症普及啓発事業
茂木町まちなか文化交流館「ふみの森もてぎ」に認知
症に関する特設コーナーを設置

９月１日～９月３０日
保健福祉課高齢者支
援係

0285-63-5651

認知症と家族に対する支援事業 気軽に認知症のことや介護のことなどを話せます。 9月15日
保健福祉課高齢者支
援係

0285-63-5651 もてぎふれあいの家

認知症普及啓発事業 町報に認知症の相談についての記事を掲載 ９月１日～９月３０日
保健福祉課高齢者支
援係

0285-63-5651

市貝町 認知症普及啓発事業 認知症の理解を深める記事の掲載 9月25日
市貝町地域包括支援
センター

0285-68-1132 町の広報誌に掲載し啓発します。

認知症カフェ（オレンジカフェ）
町内グループホームとの協力で、認知症について考
える講話と座談会。

9/16,12/16.3/17
健康福祉課地域包括
支援センター係

028-677-6080
若年性認知症についてのテーマ
で、講話を聴き、それを基に参加者
で考える機会とします。

会場：すずらんの家　　　　　　　　　
対象者：家族、認知症に興味の
ある町民

茂木町

上三川町

益子町
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市町名 事業名 内容 実施日 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
（会場・対象者等）

各市町における認知症に関する講演会等のイベント開催一覧

～支え合うしあわせ　モモエさんと認
知症　ｂｙちょいサポ～

８月に撮影した認知症PR動画（生活支援サポーター
らが作成）の上映会実施。　　　　　　　9/19～9/25の
間、ケーブルテレビ芳賀チャンネルにて放映。

9月21日
健康福祉課地域包括
支援センター係

028-677-6080

コロナ禍でも、認知症の理解を地域
に広めたいとのちょいサポ（ボラン
ティア）メンバーの発案で、寸劇を含
めた手作り動画を作成しました。

生活支援サポーターの研修の
一環として上映会を実施。

がんばる脳～
認知症予防教室（脳の健康教室「がんばる脳～」）。
認知症地域支援推進員が中心となって、参加者と作
る予防教室。

9/27.10/25.11/2
9.12/20.1/31.2/2

8.3/14

健康福祉課地域包括
支援センター係

028-677-6080
町在住６５歳以上であれば誰でも参
加でき、単発参加でも継続参加でも
可。

壬生町 オレンジカフェ「福来ら（ふっくら）」 認知症の人やその家族を中心に参加できる交流の場 毎月第3日曜日
健康福祉課介護保険
係

0282-81-1876、1877

デイサービスセンターしもつけ荘　
ホール
参加費：100円

オレンジカフェ「なごみ」 認知症の人やその家族を中心に参加できる交流の場 毎月第4金曜日
健康福祉課介護保険
係

0282-81-1876、1877
ふれあい交流館
参加費：100円

オレンジ新聞の作成、配布や認知症
理解に関するパンフレットの配布等

新型コロナウィルスの影響により中止となったRUN伴イベントの代替
イベントとして、壬生町役場庁舎内にコーナーを設け、認知症の普
及啓発・情報提供（チラシ・パンフレット配布等）を実施

9月15日
健康福祉課介護保険
係

0282-81-1876、1877

町立図書館ロビーにおける認知症関
連の図書特集コーナーの開設及びチ
ラシ等の設置

町立図書館の出入り口付近に認知症関連の図書を
集め特集コーナーを設けていただき、チラシ等も設置
していただく。

９月1日～９月30日
健康福祉課介護保険
係

0282-81-1876、1877

壬生町庁舎内における世界アルツハ
イマーデーのポスターの掲示及び窓
口へのパンフレット配置

壬生町庁舎内に世界アルツハイマーデーのポスター
のを掲示し、窓口に世界アルツハイマーデーのパンフ
レットを配置する。

８月22日～９月21日
健康福祉課介護保険
係

0282-81-1876、1877

世界アルツハイマーデーや認知症に
関する記事を町の広報紙９月号に掲
載する。

世界アルツハイマーデーや認知症に関する記事を町
の広報紙９月号に掲載

９月
健康福祉課介護保険
係

0282-81-1876、1877

おれんじカフェ 【テーマ】もしもの時の医療・ケアについて 9月12日
健康福祉課　　高齢
対策係

0280－57－4173 会場：ひまわり館

おれんじカフェ 【テーマ】耳のきこえについて 10月18日
健康福祉課　　高齢
対策係

0280－57－4173 会場：ひまわり館

おれんじカフェ
【テーマ】認知症予防講座①
　　　　　　栄養について

11月25日
健康福祉課　　高齢
対策係

0280－57－4173 会場：ひまわり館

おれんじカフェ
【テーマ】認知症予防講座②
　　　　　　体操について

12月14日
健康福祉課　　高齢
対策係

0280－57－4173 会場：ひまわり館

おれんじカフェ 【テーマ】未定 1月19日
健康福祉課　　高齢
対策係

0280－57－4173 会場：ひまわり館

芳賀町

野木町

壬生町
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市町名 事業名 内容 実施日 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
（会場・対象者等）

各市町における認知症に関する講演会等のイベント開催一覧

おれんじカフェ 【テーマ】未定 2月17日
健康福祉課　　高齢
対策係

0280－57－4173 会場：ひまわり館

おれんじカフェ 【テーマ】未定 3月13日
健康福祉課　　高齢
対策係

0280－57－4173 会場：ひまわり館

健康タウンのぎ事業 認知機能セルフチェック事業 10月30日
健康福祉課　　高齢
対策係

0280－57－4173 町保健センター

認知症普及啓発事業
世界アルツハイマーデー及び月間に合わせて、広報
に町の認知症施策や認知症地域支援推進員の活動
を掲載。

9月1日
高根沢町　健康福祉
課

028-675-8105
認知症の事業を住民に周知し、より
相談しやすい町づくりを目指してい
ます。

対象者：一般

オレンジカフェ
認知症の人やその家族が不安や疑問を解決できるよ
う、交流の場を提供。

毎月１回
西地域包括支援セン
ター

028-680-3503

認知症の人やその家族の気持ちを
傾聴したり、認知症を心配する高齢
者に認知症予防の知識を伝えたり
する場になっています。

会場：奇数月はけやき館
偶数月は図書館中央館
対象：認知症の人やその家族

認知症カフェ 認知症の方やその家族、地域住民が気軽に集える場 9月1日～
保健福祉課地域支援
係

0287-72-6910
会場：ゆっくりサロン、
こもれびの時

認知症普及啓発事業
認知症の理解を深めるためのリーフレットを若年層に
配布

9月1日～
保健福祉課地域支援
係

0287-72-6910
健診(40歳～)の結果に同封し、若い
世代から認知症のことについて知っ
てもらう機会を増やしています。

対象者：健診（40歳～）を
受けた方

認知症普及啓発事業
認知症の理解を深めるためのポスターの展示、リー
フレットやケアパスを設置、配布

9月5日～16日
保健福祉課地域支援
係

0287-72-6910
会場：役場１階町民ホール
対象者：住民

オレンジメイトフォローアップ オレンジメイトフォローアップの実施 10月28日
保健福祉課地域支援
係

0287-72-6910
オレンジメイト同士の情報共有、意
見交換ができるよう、交流の場を設
けています。

会場：ゆめプラザ・那須
対象者：認知症サポータース
テップアップ講座修了者

認知症ケア講演会
認知症に関する講演を、講師を招いて住民向けに実
施

11月19日
那須地区・高原地区
地域包括支援セン
ター

0287-71-1138 
0287-73-8881

認知症についてや、対応の仕方、
地域で利用できるものを共に考える
講演会を行っています。

会場：ゆめプラザ・那須
対象者：住民

認知症の理解を深めるための普及啓発活動 ９月27日～１０月７日
健康福祉課高齢福祉
係（地域包括支援セ
ンター）

0287－92－1125
役場のスペースを活用し、パネル展
示、パンフレット配布、ポスター掲
示、町事業の紹介を行います。

認知症本人やその家族の居場所 ９月～３月迄　第２・４火曜日

健康福祉課高齢福祉
係（地域包括支援セ
ンター）

0287－92－1125
参加申し込みは不要です、気軽に
お寄りください。

那珂川町

那須町

高根沢町
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