
事 務 連 絡 

令和４年８月１９日 

 

日本認知症官民協議会 参加団体 各位 

 

厚生労働省老健局認知症施策・地域介護推進課  

 

 

 

「世界アルツハイマー月間」（９月）における 

普及・啓発イベントへのご協力のお願い 

 

 

 ９月 21日は「世界アルツハイマーデー」、また、９月は「世界アルツハイマー月間」です。 

厚生労働省においては、この機会を捉えて認知症に関する普及・啓発イベントを実施する

など、認知症に関する理解促進のための取組を行っています。 

令和元年６月 18 日に取りまとめられた「認知症施策推進大綱」においても、この機会を

捉えて認知症に関する普及・啓発イベントを集中的に開催することとされており、日本認知

症官民協議会参加団体の皆様におかれましても、本取組の趣旨をご理解いただき、ご協力を

賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。 

 

記 

 

１ 実施期間 

令和４年９月中 

※１ヶ月を通しての開催、１日限りの開催など、期間は任意でご設定ください。 

 

２ イベント内容 

  別添資料に記載の取組例（令和３年度）をご参考に、自由にご検討ください。 

  また、加盟団体や傘下企業等へも積極的な参加呼びかけをお願いいたします。 

  （例） 

   ・ 自社ビルのオレンジライトアップ 

   ・ 窓口での啓発グッズ、パンフレット等の配布 

 

  なお、各団体・企業で実施された取組について、情報をお寄せいただければ厚生労働省

ホームページにてご紹介させていただきますので、積極的なご提供をお願いいたします。

イベント概要や写真等の資料（一般公開可能な内容に限る）を下記担当者宛てメールにて

お送りください。 

  

（担当者） 

厚生労働省老健局認知症施策・地域介護推進課 

認知症施策推進係  村上、竹藤 

TEL:03-5253-1111（内線 3973） 

 FAX:03-3503-7894 

  Mail:ninchisyo@mhlw.go.jp 



「世界アルツハイマー月間」（９月）における

中央合同庁舎第５号館の

オレンジリングドレスアップについて

令和４年８月時点

老健局 認知症施策・地域介護推進課

【企画書】



○ 国際アルツハイマー病協会（ADI）が世界保健機関（WHO)と共同で9月21日を「世界アルツ
ハイマーデー」と定め、この日を中心にアルツハイマー病の啓蒙を実施しています。
また、ADIは 9月を「世界アルツハイマー月間」と定め、様々な取り組みを行っています。

○ 取組の一環として、令和元年度より認知症施策推進関係閣僚会議に参加する各省庁が入る中央合同
庁舎におけるオレンジリングドレスアップを実施しており、今年度もご協力をお願いいたします。

【実施期間】

令和４年９月20日（火）～９月22日（木）（18時頃～20時頃）（予定）

※ 令和３年度実績 ：９月１５日（水）～ ９月２１日 （火）※18日（土）～20日（月・祝日）を除く４営業日

【実施方法】
各省庁においてオレンジ色の用紙を窓に貼り、事務室の照明によりオレンジリングの形を浮かび上が

らせる。（ 18～20時まで用紙を貼付した窓のブラインドを上げ、室内照明を点灯させる）

【報道機関への周知（予定）】

記者クラブに事前にプレスリリースし、近隣ビルにて撮影会を実施。
※ 令和３年度実績 ： 日時：９月15日（水）18:00～18:30

場所：市政会館（日比谷公園内）６階西側屋上

（参考）令和３年度実施省庁

警察庁、金融庁、総務省、法務省、文部科学省、農林水産省、経済産業省、国土交通省、厚生労働省

１．趣旨・内容

２．実施期間・実施方法
オレンジリングとは・・・
認知症について正しく理解し、認知症の人や家族
を温かく見守り、支援する応援者である「認知症
サポーター」の受講証明の一つ。

【ドレスアップ期間中における、オレンジ色用紙貼り付け対象課室へのお願い事項】※５号館の場合
① 18時頃から20時頃まで用紙を貼付した窓のブラインドを上げる
② 18時頃から20時頃まで室内照明を点灯させる
※ 20時までに課室内の全職員が退庁する場合は、室内照明を点灯させたまま施錠する。



経済産業省
厚生労働省

（中央合同庁舎５号館）
文部科学省

（中央合同庁舎７号館）

農林水産省
（南別館）

法務省
（旧本館（赤れんが棟）
※ライトアップを実施

金融庁
（中央合同庁舎７号館）

総務省、警察庁、国土交通省
（中央合同庁舎２号館）

令和３年度ドレスアップ実施時の状況 ○ 事務室の通常の照明により浮かび上がる

○ 紙の貼り付け対象外課室における消灯は不要



【令和３年度実績】中央合同庁舎におけるオレンジリングドレスアップ

法務省
（旧本館（赤れんが棟））
※オレンジ色のライトアップ実施

厚生労働省（合同庁舎５号館）

（日比谷公園側11F～22Fの窓）

総務省・警察庁・国土交通省
（合同庁舎２号館）

（桜田通り側の9F～19Fの窓）

経済産業省
（国会側の窓）

文部科学省（合同庁舎７号館）

（桜田通り沿いの窓）

金融庁（合同庁舎７号館）

（霞ヶ関ビル側7F～14Fの窓）

市政会館
※撮影会実施場所

農林水産省（南別館）

（経済産業省側の窓）

※今年度の実施予定は今後調整



この他、多数の取組がありました。厚生労働省ホームページにて公表してます（P5参考）。

（参考１）令和３年度 各地におけるオレンジライトアップ

愛知県庁
（愛知県）

高遠ダム
（長野県伊那市）

八戸市総合保健センター
（青森県八戸市）

姫路城
（兵庫県姫路市）

昇開橋
（福岡県大川市）

佐倉ふるさと広場のオランダ風車
（千葉県佐倉市）



（参考２）令和３年度 各地におけるイベントの実施

【概要】

9月21日を中心に、各地で様々なイベントが実施されました。

（例）
○ 認知症に関するパネル展示やクイズ、物忘れ度測定会、相談会などの実施。

○ 市民向け講演会、研修会の開催。

○ 認知症に関する映画、ＤＶＤの上映会。

○ 図書館に、認知症に関するコーナーの設置（図書の紹介、情報提供など）

○ 地域の広報誌で、世界アルツハイマーデーについて周知・啓発。

○ ケーブルテレビやＦＭラジオで、認知症についての普及・啓発。

○ 認知症カフェの開催。

○ ギャラリーにて認知症の文化展を開催。

○ 街頭で啓発のためのパンフレットやティッシュ等の配布。 等。

各地域の活動一覧は、こちらに掲載しています。

◆厚生労働省ホームページ

世界アルツハイマーデー及び月間 （令和3（2021）年度）

→ ２．各地のイベント等 関係イベント等について

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/alzheimerday2021.html



（参考３）【注意喚起】イベント実施時の留意事項

イベント等の開催に当たっては、各地域の状況に即した開催要件や、業種毎の感染拡大予防ガイドライ
ン等を踏まえた対応等が求められています。
イベント開催時には、開催地域での要件をご確認頂いたうえで、感染防止対策に留意頂きながら実施をお

願いします。

新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針
令和３年11月19日（令和４年７月15日変更）新型コロナウイルス感染症対策本部決定

三 新型コロナウイルス感染症対策の実施に関する重要事項
（５）まん延防止
１）緊急事態措置区域における取組等 （イベント等の開催制限）
２）重点措置区域における取組等 （イベント等の開催制限）
３）緊急事態措置区域及び重点措置区域以外の都道府県における取組等 （イベント等の開催制限）

（リンク：内閣官房ホームページ）
https://corona.go.jp/expert-meeting/pdf/kihon_r_20220715.pdf

https://corona.go.jp/expert-meeting/pdf/kihon_r_20220715.pdf
https://corona.go.jp/expert-meeting/pdf/kihon_r_20220715.pdf


３．取組の周知

○ 各省庁における「オレンジリングドレスアップ」については、今年度も厚生労働省よりプレス
リリースを行い、実施の様子（写真）のホームページ掲載を行います。

○ 各団体・企業などで取り組んでいただいた内容について、実施の様子（イベント概要や写真
など）をご提供いただけましたら、厚生労働省ホームページに取組事例として掲載いたします。
積極的にご提供いただけますと幸いです。

○ 事前のＰＲなど、厚生労働省としてご協力できる内容がございましたらご相談ください。

子どもからお年寄りまで、

さまざまな人へ認知症への理解を広めるためには、

皆さまのご協力が必要です。

ぜひ積極的な取組をお願いいたします。



2022年度「家族の会」支部・関係団体ライトアップ等の一覧 
 （2022年7月27日現在） 

新 支部名 イベント ライトアップ地点 

 北海道 
ライトアップ 

コンサート 
幣舞橋 

 青森 ライトアップ 

むつ市安渡館展望台 

マエダアリーナ 

旧制木造中学校講堂 

八戸市総合保健センター 

 岩手 ライトアップ 遠野市宮守町の「めがね橋」 

 宮城 ライトアップ 石ノ森萬画館 

 山形 ライトアップ 

山形県郷土館「文翔館」 

上山城9/17～9/23 

旧米沢高等工業学校本館9/1～30 

 福島 ライトアップ 東北電力・鶴ヶ城はじめ他２０か所程度 

 茨城 ライトアップ 
茨城県水戸芸術館 

牛久シャトー日本遺産 

 栃木 ライトアップ 宇都タワー（9/17～9/23） 
 埼玉 ライトアップ 秩父公園橋 
 千葉 ライトアップ 千葉市ポートタワー（1週間程度） 

 神奈川 ライトアップ 

神奈川県庁 

横浜開港記念会館 

コスモクロック 

江の島シーキャンドル 

 富山 ライトアップ 

富山県庁前 

環水公園 

富山城（例年通り） 

 福井 

ライトアップ 

オレンジハート

運動 

一乗谷朝倉氏遺跡 

 山梨 
ライトアップ 

点灯式 

甲府駅前信玄公像 

山梨県庁別館 

商業ビルココリ 

 岐阜 ライトアップ 多治見市駅前庁舎 

 静岡 ライトアップ 

東名高速道路富士川ＳＡ（上り）の大観覧車フジスカイビュー 

三島市スカイウォーク 

沼津港大型展望水門「びゅうお」 

浜松城 

 愛知 ライトアップ 

愛知県庁 

名古屋市庁舎 

大府市役所庁舎 

野間灯台 

岡崎市 殿橋 

津島市民病院 

中部電力MIRAITOWER 

 三重 ライトアップ 七里の渡跡の鳥居 

 京都 ライトアップ 
京都タワー 

京都府庁 



京都市役所 

京都市京セラ美術館 

 大阪 ライトアップ 
万博公園太陽の塔 

 

 奈良 ライトアップ 
奈良市庁舎（9/18～22） 

朱雀門（9/21） 

 和歌山 ライトアップ 

ビックホエール 

観光・地域交流センターいなむらの杜 

南和歌山医療センター、もう一か所未定 

 鳥取 
ライトアップと

イベント 

JR鳥取駅前広場 

米子コンベンションセンター 

 島根 ライトアップ 島根県芸術センターグラントワ 

 岡山 ライトアップ 
国分寺五重塔（総社市）  

井原駅（井原市） 

 広島 ライトアップ 広島城 

 山口 ライトアップ 

下関市 海峡メッセ、 

山口市 瑠璃光寺五重塔 

萩市 萩金谷天満宮 

岩国市錦帯橋 

 徳島 ライトアップ 徳島県立中央病院 

 愛媛 ライトアップ 

愛媛県庁 

宇和島城 

川之江城 

西条市庁舎 

 高知 ライトアップ 高知城（9/21） 

 福岡 ライトアップ 

福岡タワー（15分点灯） 

旧福岡県公会堂貴賓館（天神中央公園） 

博多ポートタワー 

北九州市モノレール橋脚・橋桁ほか（小倉駅前交差点・平和通り交

差点） 

筑後川 昇開橋 

苅田町図書館 

 佐賀 ライトアップ 佐賀大学美術館 

 長崎 ライトアップ 

 長崎市稲佐山テレビ電波塔（9月19日～23日） 

佐世保市ハウステンボスドムトールン（9月19日～23日） 

大村市大村公園内板敷櫓,ボートレース大村広告塔,大村市民交流プ

ラザ（9月19日～23日） 

諫早駅,諫早公園内めがね橋（9月19日～23日） 

雲仙市千々石町釜蓋城、平戸市平戸城（9月19日～23日） 

 熊本 ライトアップ 
熊本城 

サクラマチクマモト 

 宮崎 ライトアップ 宮崎県庁 

 鹿児島 ライトアップ 鹿児島中央駅他 

 行政 
オレンジリング

ドレスアップ 
関係省庁 

 企業 ライトアップ 損保ジャパン本社ビル 

 合計 ライトアップ105ヶ所 

 



2022年度世界アルツハイマーデー記念講演会計画一覧

支部名 日 曜日 時 会場 講師 肩書 演題 参加予定人数 参加費

北海道 9月11日 (日) 13:00～15:00 様似町 北海道支部事務局長他 認知症本人と家族の思い 50 無料

青森県 中止 中止

岩手県 9月23日 (金) 13:30～15：30 陸前高田市　シンガポールホール 若生栄子 「家族の会」宮城県支部代表 未定 80 無料

宮城県 11月12日 (土) 13:00～16：00 仙台市シルバーセンター交流ホール 調整中 300 無料

秋田県 中止 中止

山形県 中止 中止

福島県 10月22日 (土) 13:30～15：30
いわき市産業創造館（ライブ）6F企画展
示ホール

未定 100 無料

茨城県 10月30日 (日) 13:00～15：30 ヒロサワ・シティ会館小ホール 新井平伊
順天堂大学名誉教授
アルツクリニック東京院長

未定 200 無料

栃木県 未定 未定

群馬県 9月18日 (日) 13:30～16：00 群馬県社会福祉総合センターホール 渡辺俊之 渡辺医院院長、精神科医 体験の語りと座談会：男性介護者の思いを知る 100 無料

埼玉県 9月19日 （月・祝） 13:30～16：00
シーノ大宮センタープラザ10階生涯学習
センター多目的ホール

下坂厚・菊地大輔・渡邊
雅徳

厚労省希望大使及び埼玉オレンジ大使
厚労省希望大使・埼玉オレンジ大使から伝えたいこ
と、及び当事者によるミニコンサート

100 無料

千葉県 10月7日 (金) 13：00～16：00 千葉県教育会館　大ホール 石飛幸三 芦花ホーム　医師 忘れても　あなたはあなたの　ままでいい 350 無料

神奈川県 9月19日 （月・祝） 13:00～15：30 県民共済プラザビル１階　みらいホール 映画上映「長いお別れ」 150 有料

新潟県 9月11日 (日) 13:30～15：30 新潟市総合福祉会館 宮崎　則男 新潟県介護福祉士会前会長 未来を拓く介護の現場 70 無料

富山県 9月18日 (日) 13:00～15：30 サンフォルテ大ホール 柏木　哲夫 淀川キリスト教病院理事長 いのちと生命 100 無料

石川県 9月25日 (日) 13:00～15:30 金沢市松ヶ枝福祉館 谷崎隆光 覚源寺住職 人生の苦について（仮題） 30 無料

福井県 9月18日 (日) 13：30～14：45 福井県繊協ビル10階ホール 下坂厚
認知症の本人
認知症の人と家族の会京都府支部

認知症の当事者とその家族だからこそ伝えられること
会場100
Zoom100

無料

山梨県 10月15日 (土) 未定 玉穂生涯学習館　視聴覚ホール 信友直子 映画監督 認知症が私たち家族にくれたギフト 90 無料

長野県 9月17日 (土) 13:00～15：30  松本市　キッセイホール  映画上映「ぼけますから、よろしくお願いします」 50 有料

岐阜県 9月23日 （金・祝） 13:00～15：30 OKBふれあい会館　大会議室 長谷川嘉哉
医師
医療法人ブレイングループ理事長

ボケ日和（仮） 130 無料

静岡県 10月16日 (日) 14:00～16：00
 アクトシティ浜松コングレス会議室( 52・
53・54)

新井 平伊 アルツクリニック東京院長 未定 130 無料

愛知県 9月25日 (日) 13:30～16：00 東海市芸術劇場 未定 未定 80 無料

三重県 9月11日 (日) 13：30～
三重県総合文化センター　レセプション
ルーム

吉田晋吾 大阪府支部　会員
～私があなたを覚えています～（私は私として生きて
いきたい）

会場50
Zoom50

無料

滋賀県 11月13日 (日) 13:30～15：30
 高島市安曇川ふれあいセンター　ふじの
きホール

松田　桜子 医療法人明和会琵琶湖病院　副院長 （仮題）　認知症のこれまでとこれから 100 無料

大阪府
9月23日～

24日
（金・祝～

土）
10:00～18：00 ドーンセンター  特別会議室 堀田聰子 慶應義塾大学大学院健康マネジメント研究科教授 認知症の人の移動支援（仮）

ハイブリッド180
名×2日（360

名）

一般2,000円
学生無料

兵庫県 9月24日 (土) 13:30～15：30 兵庫県立農業会館　大ホール 田口　明彦
公益財団法人神戸医療産業都市推進機構先端医
療研究センター脳循環代謝研究部長

海馬新生ニューロン活性化をターゲットにした、全く
新しい視点からの認知症治療法開発

120 無料

　（７月29日現在）
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支部名 日 曜日 時 会場 講師 肩書 演題 参加予定人数 参加費

奈良県 12月10日 (土) 13:00～15：00 奈良市学園前ホ－ル 杉山孝博 医師 認知症フォ－ラム2022奈良 150～300 無料

和歌山県 9月25日 (日) 10:00～16：30
メディアアートホール  ・研修室（本人・家
族交流会）

山本 みかんの会
忘れてもあなたはあなたのままでいい
 映画「長いお別れ」

100 無料

鳥取県 10月1日 (土) 13：30～15：30 米子市 未定 未定 未定 100 無料

島根県 9月18日 (日) 13:30～15：30 パルメイト出雲 三橋良博 神奈川県支部世話人 若年性認知症の妻との日々 80 無料

岡山県 9月24日 (土) 13:30～15：30
県総合福祉・ボランティア・ＮＰＯ会館（き
らめきプラザ）

谷 都美子 日本介護美容セラピスト協会 代表理事 認知症と触れる力（仮） 100 無料

広島県 10月30日 (日) 13:00～16：00 府中市文化センター大ホール
1.松本一生
2.石田芳隆

1.医療法人圓生会　松本診療所委員長
2.福山・府中圏域　認知症疾患医療センター長

未定 300 無料

山口県 9月19日 （月・祝） 13:00～15：30 松陰神社　立志殿
1.阿部俊昭
2.陽 信孝
3.川井元晴

1.若年性認知症ご本人
2.前 萩金谷天満宮宮司，八重子のハミング著者
3.山口県支部代表世話人

若年性認知症とともに生きる 100 無料

徳島県 9月25日 (日) 14:00～16：00 グランヴィリオホテル徳島 調整中
会場60名

Zoom100名
無料

香川県 11月 未定 未定 未定 未定 実践で役立つこと 未定 無料

愛媛県 10月1日 (土) 13:30～16：00 松山市　総合福祉会館 谷向　知 愛媛大学看護学科教授 認知症とともに生きる 200 無料

高知県 10月9日 (日) 13:00～15：00 高知県教育会館高知城ホール 4F 前田　隆行 NPO法人町田市つながりの会 理事長 本人の想いと“社会参加”とBLG 160 無料

福岡県 11月13日 (日) 13:00～16：00 JR博多シティ９階会議室 川井元晴
「家族の会」理事、山口県支部代表
脳神経筋センターよしみず病院（山口県下関市）

「 認知症の治療と介護の最前線 」
会場50名
Zoom60名

無料

佐賀県 9月4日 (日) 13:30～15：30 アバンセ４階 橋本　学
独立行政法人国立病院機構　肥前精神医療セン
ター長

MCIについて 30 無料

長崎県 中止 中止

熊本県 10月8日 (土) 13:00～16：00 くまもと県民交流館パレア　パレアホール 松浦晋也 「母さん、ごめん。」作者 「誰もが直面する介護について」 150 無料

大分県①  9月24日 (土) 13:30～15：30 ウサノピア　大ホール 映画上映
「ぼけますから、よろしくお願いします。おかえり　お
母さん」

300 無料

大分県②  10月29日 (土) 13:00～15：00 中津市文化会館 映画上映 「長いお別れ」 200 無料

宮崎県 9月17日 (土) 13:30～15：30 ＪＡアズムホール　２Ｆ　大研修室 藤元ますみ 十全会けんなん病院　副院長 若年性認知症について 40 無料

鹿児島県 9月24日 (土) 13:00～15：30 青少年会館　1階 黒野明日嗣
社会福祉法人　高齢者介護予防協会かごしま理事
長・済生会鹿児島病院在宅推進室長

在宅医療の中で気持ちの和らぐケア 30 無料

沖縄県 9月19日 （月・祝） 13:00～15：00 北中城総合社会福祉センター 
1.新里勝則
2.喜屋武直子
3.仲里宏淳

1.認知症本人
2.認知症本人
3.進行役（「家族の会」沖縄県支部世話人）

認知症になって思う事(対談方式) 50 無料

小計（支部） 5,500

本部（京都） 9月25日 (日) 13:00～16：00 京都JAビル　B2階 堀田聰子 慶應義塾大学大学院 健康マネジメント研究科 教授 『認知症の人から見える世界』（仮題） 250 1,000

本部（東京） 10月15日 (土) 13:30～15：30  新宿区立四谷区民ホール 新井平伊先生 アルツクリニック東京院長  認知症の最新医療と予防 390 無料

小計（本部） 640

計（本部・支部） 6,140
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2022年度「忘れても　あなたは　あなたのままでいい」統一標語 7月29日

支部名 地区名 参加予定人数 地区名 参加予定人数

（江別） 中央公民館等 （9/17） 9名 （釧路市） 幣舞橋
ヌサマイバシ

　9/1、9/21 10名

（北見） 福祉会館・市役所 10名 （札幌） 北海道庁1Fホール9/14，15 3名

（滝川） 市役所等 （9/16） 10名 （熊石） 熊石総合支所 （9/9） 5名

（砂川） ふれあいセンター等 （9/15） 10名 （白老） コープさっぽろパセオ白老 （9/21） 5名

（函館） 五稜郭タワー （9/21） 6名 （別海） 別海町生涯学習センターみなくる 9月 5名

（上砂川） 上砂川町民センター （9/6） 10名 （深川） 市民生協　8月末～9月中旬 15名

（今金） （9/2） 8名 （むかわ） むかわ道の駅 （8/27） 10名

（恵庭） 福祉会館 未定 （名寄） 風連公民館 （9/7） 9名

（八戸） イトーヨーカ堂沼館店 （9/25） 8名 （五所川原） オルテンシア （9/23） 3名

（むつ） 市内３か所 未定 （青森） イトーヨーカ堂青森店 （9/23）

（宮古） 宮古駅前 （9/18） 5名 （陸前高田） 陸前高田市コミュニティーホール （9/19） 10名

（盛岡） 肴町アーケード （9/18） 8名 （遠野市） 宮守町「めがね橋」 （9/21） 10名

（岩手町） 岩手町沼宮内秋祭り （10/9） 3名 （大船渡市） スーパーマイヤ （9/17） 8名

（奥州市） 前沢イオン （9/17） 8名 （北上市） 江釣子ショッピングセンター （9/17） 8名

宮城

秋田

山形県 （山形） 未定

（福島地区） 未定 （9/18） 30名 （いわき地区） 未定 未定 6名

（郡山地区） 未定 （9/18） 10名 （相双地区） イオンスーパー （9/21） 10名

（会津地区） 未定 未定 8名 県南地区 未定 5名

（南会津地区） ヨークベニマル 未定 5名

茨城県 （筑波） イオンモールつくば店　中止 （9/19） 100名 （水戸内原） イオンモール水戸内原店　中止 （9/19） 30名

栃木県 すべて未定

群馬

（中央） JR大宮駅西口 （9/21） 50名 （西部） 川越駅 （9/21） 50名

（北部） 熊谷駅南口 （9/21） 60名 （西部） 上福岡駅 （9/21） 40名

千葉県 （千葉市） JR千葉駅 （9/21） 35名 （習志野市） JR津田沼駅 （9/21） 15名

東京都 （東京） 四谷三丁目交差点JR信濃町駅付近 （9/28） 20名

神奈川県 桜木町駅前 （9/19） 40名

新潟

富山県 （富山） JR富山駅構内 （9/21） 5名

石川

福井県 （福井） 一乗谷朝倉氏遺跡　9/18～19 10名

山梨県 小瀬スポーツ公園 （9/24） 15名

長野

（中止）

（中止）

（中止）

（中止）

（中止）

（中止）

埼玉県

岩手県

青森県

福島県

2022年度世界アルツハイマーデー街頭活動等 取り組み計画

全国一斉街頭活動日：2022年9月21日(水)

時点

街頭活動 街頭活動

北海道



支部名 地区名 参加予定人数 地区名 参加予定人数街頭活動 街頭活動

（岐阜地区） 岐阜市メディアコスモス広場 （9/25） 20名 （東濃地区） 多治見駅周辺 （9/12） 10名

（西濃地区） 大垣駅周辺 （9/17） （飛騨地区） フレスポ飛騨 （9/16） 5名

静岡県 （全体） ＪＲ静岡駅コンコース （9/21） 20名 （駿東田方） サントムーン柿田川 未定

愛知県 未定 （9/21）

三重

（大津市） 長等商店街 （9/3） 3名 （野洲市） アルプラザ野洲　9/17～19

（大津市） 石山駅周辺 未定 （湖南市） 商業施設（未定） （9/14）

（大津市） 認知症メモリーウォーク （9/14） 30名 （彦根市） ビバシティ彦根 （9/4）

（甲賀市） アルプラザ水口（予定） 未定 （草津市） 未定

（守山市） JR守山駅周辺 （9/21） 13名

（京都） 京都駅前 （9/21） （亀岡） 平和堂・アミティー （9/10）

（宇治） 平和堂フレンドマート宇治店 未定

大阪府 （大阪） 天王寺区味原小学校前 （9/19） 4名

（神戸） 元町駅周辺 （9/24） （姫路） 未定 未定

（尼崎） 未定 （養父） 未定

（たつの） 未定 （丹波篠山） 未定

奈良県 近鉄奈良駅周辺 （9/21） 30名

和歌山県 （和歌山） 和歌山駅前 （9/10） 15名

鳥取県 （西部） 米子市鳥取大学付近・わだや小路 （9/20） 10名 （東部） 鳥取市さざんか会館 （9/9） 10名

（松江地区） 松江駅北口・イオン入口 （9/17） 20名 （大田） ロックタウン大田 （9/19） 8名

（出雲地区） 一畑電車（出雲～大社） （9/17） 20名 （浜田） ゆめタウン浜田 （9/17） 20名

（出雲地区） ラピタ・イズミ （9/17） 20名 （江津） ゆめタウン江津 （9/17） 8名

（岡山） 岡山天満屋前 （9/24） 25名 （井笠） 井原市民会館 （9/30） 15名

（倉敷） イオン倉敷 （9/24） 20名 （津山） 津山市役所 （9/17） 10名

（広島） 八丁堀 （9/21） 30名 （西部） 三次市 （9/21）

（東部） 福山市 （9/21） 20名

（下松） 下松市スーパーサンリブ （9/18） 20名 （宇部） フジグラン宇部 （9/18） 8名

（山口） 山口市商店街（井筒屋） （9/21） 10名 （光） イオンひかり （9/18） 20名

（小松島市） 産直市あいさい広場 （9/19） 10名 （板野郡） ゆめタウン徳島 未定 25名

（徳島市） キョーエイ沖浜店 （9/21） 6名

香川県 ゆめタウン高松 （9/18） 10名

愛媛県 （松山） いよてつ高島屋前 （9/17） 10名

高知県 高知市帯屋町アーケード （9/18） 20名

岡山県

広島県

山口県

滋賀県

（中止）

島根県

京都府

兵庫県

徳島県

岐阜県



支部名 地区名 参加予定人数 地区名 参加予定人数街頭活動 街頭活動

（福岡） 天神三越前デパート横（渡辺通り） （9/22） 20名 （行橋） ゆめタウン行橋出入口 （9/21） 10名

（久留米） 西鉄久留米駅　コンコース （9/21） 15名 （中間） イオンモール中間 未定

（直方） 市内中心商店街 （9/5） 20名 （福津） イオンモール福津 未定

（北九州）
JR小倉駅周辺(歩行者デッキ）/
JR黒崎駅周辺(歩行者デッキ） 90名

佐賀県 佐賀駅南口周辺 （9/3） 10名

（大村市） イオン大村店 （9/27） 15名 （小値賀町） 北松浦郡小値賀町商店街 （9/20） 5名

（佐世保市） 佐世保市四ケ町アーケード（島瀬講演前） （9/17） 40名 （壱岐市）
①マリンパレス壱岐
②イオン壱岐店

（9/18） 8名

（長崎市） 長崎市浜町アーケード（ハマクロス411前） （9/18） 30名 （長崎市） 長崎県庁玄関エントランスホール 9/6～9/15 50名

熊本県 未定 （9/21）

（宇佐） ミスターマックス宇佐店前 （9/3） 20名 （由布） 挟間イオン前 （9/20） 20名

（臼杵）
①ｺｰﾌﾟ臼杵店前
②サンリブ臼杵店前

（9/21） 15名 （中津） イオン三光 （9/20） 20名

（津久見）
①コープﾟ大分つくみ
②マルショク津久見店

（9/21） 15名 （国東） 国東市民病院前　他 （9/7） 20名

（豊後大野）
①トキハインダストリー　②フレイン
③トライアル　④HIHヒロセ前

（9/21） 50名 （豊後高田） BIG店頭 （9/27） 25名

（杵築） 杵築市民病院前 （9/16） 15名 （竹田） グランツ竹田　前 （9/4） 25名

（佐伯） サンリブマルショク （9/17） 30名 （日田） 市内スーパー3カ所 （9/21） 25名

（大分） 大分駅北側市民広場 （9/17） 30名 （別府） ゆめタウン正面玄関前 （9/21） 5名

宮崎県 （宮崎） 宮崎駅前広場 （9/17） 20名

鹿児島県 （鹿児島） 鹿児島市天文館2か所 （9/17） 20名 （鹿児島） 鹿児島市いづろ通り （9/17） 10名

（南部） イオン南風原 （9/18） 10名 （八重山） 未定 （9/18） 10名

（中部） イオンライカム （9/19） 20名 （北部） JA名護ファーマーズ （9/18） 10名

（宮古） 未定 （9/18） 5名

合計 （40支部） 130ヶ所 （9/21） 1952名

沖縄県

長崎県

大分県

福岡県


	事務連絡
「世界アルツハイマー月間」（9月）における普及・啓発イベントへのご協力のお願い

