
〇大阪府内で開催されるイベント等の一覧

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（任意） 備考

1 大阪府 大阪府 9月21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

万博記念公園「太陽の塔」のライトアップ（認
知症の人と家族の会大阪支部主催、大阪府
後援）

福祉部
高齢介護室
介護支援課

06-6944-7098
万博記念公園「太陽の塔」をオレンジ
色にライトアップし、広く認知症の理
解を呼びかけます。

※新型コロナウイルスの関
係で太陽の塔のライトアップ
が必要となる場合は中止の
可能性あり。

2 大阪府 大阪府 9月1日～30日
ポスター掲示・懸垂

幕・のぼり旗

大阪府や各市町村の庁舎内、公共施設、教
育機関、鉄道、バス等の公共交通機関、
スーパー、コンビニ等の商業施設、金融機関
などにおいて、認知症のことについてより多く
の人に知って貰うためのポスターを掲示

福祉部
高齢介護室
介護支援課

06-6944-7098
大阪府では、9月を高齢者保健福祉
月間と定めており、その一環として左
記の取り組みを実施しています。

3 大阪府 大阪府 9月1日～30日 グッズ・チラシ配布
認知症の理解を深めるためのポスターの掲
示及びリーフレットの配架

福祉部
高齢介護室
介護支援課

06-6944-7098
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大阪府庁舎
等において掲示及び配架します。

4 大阪府 大阪府 ９月１日～３0日 広報誌掲載
大阪府広報誌「府政だより」を活用した認知
症関連記事の掲載。

福祉部
高齢介護室
介護支援課

06-6944-7098

大阪府広報誌「府政だより」にアルツ
ハイマー月間に関する記事を掲載
し、府民に認知症の理解促進を呼び
かけます。

5 大阪府 大阪市 9月中 その他
プロスポーツチームと連携して、試合会場でのチ
ラシの配架やポスターの掲示、ビジョンでの啓発
動画の放映を行う

福祉局
地域包括ケア推
進課

06-6208-8051

6 大阪府 大阪市 9月1日～30日 その他
市役所や各区役所で、プロスポーツ選手が出演
する啓発動画を放映

福祉局
地域包括ケア推
進課

06-6208-8051

7 大阪府 大阪市 9月1日 広報誌掲載
高齢者福祉月間と共に認知症啓発についての記
事を掲載

福祉局
地域包括ケア推
進課

06-6208-8051

8 大阪府 大阪市 9月21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

大阪市役所本庁舎正面玄関をライトアップする
福祉局
地域包括ケア推
進課

06-6208-8051

9 大阪府 大阪市 9月1日～30日 ポスター掲示
市役所やOsakaMetro駅構内等に啓発チラシ
や、映画「百花」とタイアップしたポスターを配
架・掲示

福祉局
地域包括ケア推
進課

06-6208-8051

10 大阪府 大阪市 9月7日 テレビ・ラジオ
インターネットＴV「OSAKA City TV Produce
by F.C.OSAKA」の番組内で、認知症の啓発
を行う

福祉局
地域包括ケア推
進課

06-6208-8051

11 大阪府 大阪市 9月29日 講演会・研修
区民向け講演会「認知症と自動車運転」の開
催（大阪市立住まい情報センター3階ホール）

北区大淀地域包
括支援センター

06-6354-1165

高齢者、認知症ドライバーに直面し
た家族、支援者はどう寄り添うべき
か、道交法の動向などを踏まえて学
んでいきます。

12 大阪府 大阪市 9月1日～30日 図書館の活用 認知症関連図書の展示 北図書館 06-6375-0410

13 大阪府 大阪市 9月1日～10月30日 展示 図書展示「認知症と介護を考える本展」 都島図書館 06-6354-3229
家庭や地域で認知症や介護が必要
な方を見守るのに役立つ本を展示し
ます。

期間中、都島オレンジチー
ムよりポスター・パンフレット
等を設置予定。
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14 大阪府 大阪市 9月1日 広報誌掲載
認知症についての特集記事を区広報紙に掲
載

福島区役所
保健福祉課

06-6464-9859
認知症の普及・啓発についての記事
を掲載します。

15 大阪府 大阪市 9月12日～22日 展示
認知症に関するパネル展示を行う。
（福島区役所１階ロビー）

福島区役所
保健福祉課

06-6464-9859
パネル展示により認知症の普及・啓
発を行います。
（包括共催）

16 大阪府 大阪市 9月6日～10月30日 図書館の活用 『認知症』～本で知ろうパネルで学ぼう～展

福島区地域包括
支援センター
（あいあいオレン
ジチーム）

福島区地域包括
支援センター

（あいあいオレン
ジチーム）

パネル展示により認知症の普及・啓
発を行います。

17 大阪府 大阪市 9月13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（J:COM中央区民センターとオンライン視
聴）

中央区北部地域
包括支援セン
ター

06-6944-2116
講師は認知症疾患医療センターほく
とクリニック院長と相談員です。

18 大阪府 大阪市 9月24日 認知症カフェ
認知症家族の語りの会と認知症カフェの開
催（中央区社会福祉協議会）

中央区北部地域
包括支援セン
ター

06-6944-2116
認知症カフェの隣の部屋で、家族の
語りの会を開催します。

19 大阪府 大阪市 ９月16日～10月19日 図書館の活用
パネル展示「世界アルツハイマーデーを知ろ
う2022」展

中央図書館 06-6539-3300

アルツハイマーデーにちなみ、中央
図書館では西区社会福祉協議会に
よるパネル展示をおこないます。
2階閲覧室図書展示「読む・知る・認
知症2022」とあわせて、アルツハイ
マー病や認知症について、考える
きっかけにしてください。

20 大阪府 大阪市 ８月19日～11月16日 図書館の活用 図書展示「読む・知る・認知症2022」 中央図書館 06-6539-3300

公益社団法人認知症の人と家族の
会「世界アルツハイマー月間　読む・
知る・認知症　推薦図書」を中心に、
当館所蔵図書をご紹介します。

21 大阪府 大阪市 9月1日 広報誌掲載
認知症についての記事を区広報紙1面に掲
載

港区役所
保健福祉課

06-6576-9857
認知症の方を支える地域の見守り活
動や相談窓口について掲載します。

22 大阪府 大阪市 9月10日 講演会・研修
区民向け「認知症の予防について」講演会
（区民ホール）

大正区北部地域
包括支援セン
ター

06-6552-4440

23 大阪府 大阪市 9月17日 認知症カフェ
認知症高齢者やその家族向けのつどい（区
社協）

大正区地域包括
支援センター

06-6555-0693

24 大阪府 大阪市 9月1日～10月30日 図書館の活用 認知症について知ろう！展 大正図書館 06-6552-1116

25 大阪府 大阪市 通年 図書館の活用 認知症関連図書の特設コーナー設置 天王寺図書館 06-6771-2840
令和3年2月より認知症関連図書コー
ナー「高齢者と認知症にやさしい本
棚」を常設しています。

天王寺区社会福祉協議会
等とも連携し、展示図書の
豊富化を予定。

26 大阪府 大阪市
9月展示（応募期
間7月1日～8月

1日）
展示 なにわオレンジ川柳大会

浪速区社会福祉
協議会、浪速区
役所等共催

06-6636-6071
認知症になっても希望を持って生活
できる地域をめざして、認知症をテー
マにした川柳を募集し展示します。

27 大阪府 大阪市 9月17日 相談会・体験会
世代間交流事業「おじいちゃんおばあちゃん
と僕と私で遊ぼう！」

浪速区社会福祉
協議会

06-6636-6027
９月世界アルツハイマー月間に鑑み
て世代間交流を図りながら認知症に
関する知識を広く周知する。

28 大阪府 大阪市 9月1日 広報誌掲載
認知症の家族介護者の会についての記事を
広報紙に掲載

西淀川区役所保
健福祉課

06-6478-9857
認知症のご本人や家族が繋がる場、
居場所づくりの周知や相談窓口につ
いての記事を掲載します。
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29 大阪府 大阪市 9月22日 講演会・研修
軽度認知症の理解とこれからのシニアライフ
を考えるグループディスカッションと講演会の
開催（西淀川区役所）

西淀川区地域包
括支援センター
南西部地域包括
支援センター

06-6478-2943
（西淀川区地域包括）

06-6476-3550
（南西部地域包括）

4事業が協働し、シニアから始める認
知症予防の普及、啓発、ACPへの導
入について区民向けに開催します。

30 大阪府 大阪市
9月7日～9月21

日
ポスター掲示

認知症についてのパネル展を区役所
1階の区民ギャラリーにて開催

淀川区役所
保健福祉課

06-6308-9857
認知症の普及・啓発についてのパネ
ル展示、パンフレットの配架をしま
す。

31 大阪府 大阪市 9月16日～10月19日 図書館の活用 認知症関連図書の特設コーナー設置 淀川図書館 06-6305-2346 認知症関係の本の展示をします。

32 大阪府 大阪市 9月1日 広報誌掲載 認知症についての記事を区広報紙に掲載
東淀川区役所
保健福祉課

06-4809-9857
認知症の普及・啓発についての記事
を掲載します。

33 大阪府 大阪市 9月1日 広報誌掲載
認知症の人のための相談窓口について記事
を区広報紙に掲載

旭区役所
福祉課

06-6957-9857
認知症の人のための相談窓口につ
いて記事を掲載します。

34 大阪府 大阪市 9月30日 映画上映会
認知症への理解を深めるため、映画上映会
を開催

城東区認知症強
化型地域包括支
援センター

06-6936-1101
認知症の普及・啓発について映画会
を開催します。

35 大阪府 大阪市 9月中 展示 阿倍野区アルツハイマーデープロジェクト

阿倍野区社会福
祉協議会（あべ
のオレンジチー
ム）

06-6628-1300

認知症サポーターキャラバンのマス
コット「ロバ隊長」のしるしを、区内の
様々な施設に飾ります。（昨年度は
229か所）

区役所は協力であり、主催
ではありません

36 大阪府 大阪市 9/16～9/30 展示 阿倍野区アルツハイマーデープロジェクト

阿倍野区社会福
祉協議会（あべ
のオレンジチー
ム）

06-6628-1300
阿倍野区民ギャラリーに認知症のポ
スター・ロバ隊長のぬいぐるみ等を展
示します。

区役所は協力であり、主催
ではありません

37 大阪府 大阪市 9月16日～10月19日 図書館の活用 認知症関連図書の特設コーナー設置 東住吉図書館 06-6699-7000
図書館で貸出可能な認知症関連図
書を紹介します。

38 大阪府 大阪市 9月1日 広報誌掲載
認知症についての特集記事を区広報紙に掲
載

平野区役所
保健福祉課

06-4302-9857
認知症の普及・啓発についての記事
を掲載します。

39 大阪府 堺市 9月20日～30日 展示
認知症についての基礎知識を広めるパネル
展と認知症方が活躍する事業所の物販を市
役所本庁エントランスで実施

長寿支援課企画
係

072-228-8347
認知症の当事者の方が活躍している
姿を実際に見てもらい、認知症に対
する理解を広めます。

40 大阪府 堺市 9月29日 講演会・研修
認知症の当事者の話やご家族の話を聞き、
認知症の方の日々の暮らしについて理解を
深める

長寿支援課企画
係

072-228-8347
当事者の日々の暮らしの工夫や家
族の思いが知れる講座です。

41 大阪府 堺市 9月28日 映画・動画上映会 『毎日がアルツハイマー』の上映会を実施
社会福祉協議会
統括課

072-238-3636
認知症を自分事として捉えて頂くた
めの上映会です。

42 大阪府 堺市 9月中
ポスター掲示・懸垂

幕・のぼり旗
世界アルツハイマーデー啓発ポスターの掲
示及びリーフレットの配架

長寿支援課企画
係

072-228-8347
公益社団法人認知症の人と家族の
会大阪支部からの依頼により協力す
るものです。

43 大阪府 豊中市 9月21日
相談会・体験会・交

流会
とよなかオレンジフェア

中央地域包括支
援センター（虹
ねっと連絡会認
知症支援部会事
務局）

06-6841-9384

詳細は市HP参照。
https://www.city.toyonaka.osaka.jp/k
enko/kaigo_hukushi/nijinetto/orange
fair.html

44 大阪府 豊中市 9月21日 講演会・研修 市民向け講演会

中央地域包括支
援センター（虹
ねっと連絡会認
知症支援部会事
務局）

06-6841-9384 テーマ「MCIと認知症」
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45 大阪府 豊中市 9月21日～25日 ライトアップ
市施設（文化芸術センター）のライトアップを
実施

豊中市社会福祉
協議会　地域支
援係（豊中市老
人介護者（家族）

06-6848-1279
期間中、市施設（文化芸術センター）
を認知症支援のオレンジ色にライト
アップします。

46 大阪府 豊中市 9月1日～9月30日 展示
市役所の公用車（26台）に認知症の啓発の
ためのマグネットステッカーを貼り付け。

長寿安心課
介護予防係

06-6858-2865

47 大阪府 池田市 9月20日
相談会・体験会・交

流会

認知症についての理解を深めるイベント（パ
ネルディスカッション、介護者家族向けの講
演会など）(池田市中央公民館）

福祉部地域支援
課

072-754-6288

48 大阪府 吹田市 9月20日～30日 展示

認知症に関する啓発用リーフレットやのぼりの設
置、パネル展示による周知を実施。認知症当事
者やサポーター等支援者が作成した作品を展
示。（市役所正面玄関ロビー）

高齢福祉室支援
グループ

06-6384-1375
認知症地域支援推進員による企画
です。

49 大阪府 吹田市 9月1日～30日 展示

認知症に関する啓発用リーフレットやのぼり
の設置、パネル展示による周知を実施。認
知症当事者やサポーター等支援者が作成し
た作品を展示。（千里ニュータウンプラザ２階
エントランス）

高齢福祉室支援
グループ

06-6384-1375
認知症地域支援推進員による企画
です。

50 大阪府 吹田市 9月22日 講演会・研修
「吹田市オレンジフェア」として、認知症に関
する講座や啓発リーフレットの展示を行う。
（南千里地区公民館視聴覚室）

高齢福祉室支援
グループ

06-6384-1375
認知症地域支援推進員による企画
です。

51 大阪府 吹田市 9月10・11日 展示
みんなの健康展において、認知症に関する
啓発用リーフレットをパネル展示。

高齢福祉室支援
グループ

06-6384-1375
認知症地域支援推進員と高齢福祉
室支援グループ職員が説明に立ちま
す。

52 大阪府 吹田市 9月10日 講演会・研修
成年後見制度と日常生活自立支援事業につ
いて、市民フォーラムを開催。

吹田市認知症
カフェ交流会

090-8198-1235
（吹田市認知症
カフェ交流会：石
山）

ゲストスピーカー：郵便局・社会福祉
士・司法書士・社会福祉協議会日常
生活自立支援事業担当職員
コーディネーター：地域包括支援セン
ター・吹田市認知症カフェ交流会

53 大阪府 泉大津市 9月12日～9月22日 展示 認知症についてのパネル展示（市役所）
高齢介護課
長寿推進係

0725-33-1131

54 大阪府 泉大津市 9月 広報誌掲載 徘徊高齢者等ＳＯＳネットワークのお知らせ 高齢介護課 0725-33-1131

55 大阪府 泉大津市 9月21日 グッズ・チラシ配布
オレンジ色のマスクを市役所職員に配布し、
9月21日に着用してもらうように依頼

高齢介護課 0725-33-1131

56 大阪府 高槻市 9月12日～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

市役所庁舎前のライトアップ 福祉相談支援課 072-674-7171
天候によって日程変更の可
能性あり

57 大阪府 高槻市 9月30日
認知症サポーター養

成講座
認知症サポーター養成講座
（市役所総合センター14階会議室）

福祉相談支援課 072-674-7171

58 大阪府 高槻市 9月30日 講演会・研修
本人も介護者も救われる認知症ケア
（講師：平野　亨子氏）
（市役所総合センター１４階会議室）

福祉相談支援課 072-674-7171
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59 大阪府 高槻市 9月5日～30日 展示 認知症についての啓発のための掲示 福祉相談支援課 072-674-7171

60 大阪府 高槻市 9月1日～9日 テレビ・ラジオ
ケーブルテレビで認知症サポート医・認知症
地域支援推進員のインタビュー放映
（10分ほど×1日3回放映）

福祉相談支援課 072-674-7171
放映終了後は、Youtubeに
て配信予定

61 大阪府 高槻市 9月16日
相談会・体験会・交

流会
本人・家族・専門職等の対話の場の立ち上
げ（今回に限りクロスパル高槻5階和室）

福祉相談支援課 072-674-7171

62 大阪府 高槻市 9月中（未定） 図書館の活用 認知症に関する本の掲示 福祉相談支援課 072-674-7171

63 大阪府 守口市 9月１日～30日 展示
市役所待合ロビーで、認知症施策の紹介及
び「認知症サポーターキャラバン」のマスコッ
トの展示。

高齢介護課 06-6992-1610

64 大阪府 守口市 9月1日 広報誌掲載
９月はアルツハイマー月間であり、市の展示
についての紹介記事を掲載。

高齢介護課 06-6992-1610

65 大阪府 枚方市 9月1日～9月30日 展示
市役所の出入り口にて、認知症の理解を深
める展示コーナーを設ける

福祉事務所　健
康福祉総合相談
課

072-841-1401

66 大阪府 枚方市 9月1日～9月30日 広報誌掲載
市報9月号に、「認知症の理解を深めましょ
う」を掲載

福祉事務所　健
康福祉総合相談
課

072-841-1401

67 大阪府 枚方市 9月7日 SNS
世界アルツハイマーデーイベント告知・認知
症気づきチェックリスト紹介を市の公式ツイッ
ター・フェイスブック・ラインで配信

福祉事務所　健
康福祉総合相談
課

072-841-1401

68 大阪府 枚方市 9月21日 グッズ・チラシ配布
京阪電鉄枚方市駅周辺にて、市公式キャラ
クターひこぼしくんと共に、認知症啓発ポケッ
トティッシュ・チラシを配布

福祉事務所　健
康福祉総合相談
課

072-841-1402

69 大阪府 枚方市 9月28日
認知症サポーター養

成講座
認知症の正しい知識を学び、本人や家族を
温かく見守る応援者の養成

福祉事務所　健
康福祉総合相談
課

072-841-1401

70 大阪府 茨木市 ９月1日～30日
ポスター掲示・懸垂

幕・のぼり旗
庁舎に認知症啓発の懸垂幕を掲示し、庁内
に啓発ティッシュを設置

福祉総合相談課 072-655-2758

71 大阪府 茨木市 9月29日 その他
地域の商業施設で認知症啓発イベントを実
施

福祉総合相談課 072-655-2758

72 大阪府 茨木市 ９月 グッズ・チラシ配布
公共機関に認知症関連のリーフレット等の設
置を依頼

福祉総合相談課 072-655-2758

73 大阪府 茨木市 9月16日
相談会・体験会・交

流会
医師によるオンライン相談会 福祉総合相談課 072-655-2758

74 大阪府 茨木市 ９月1日～30日 図書館の活用 図書館による認知症特集コーナーの設置 福祉総合相談課 072-655-2758

75 大阪府 八尾市 9月1日～30日 講演会・研修
認知症対応力向上研修の開催
（動画配信）

高齢介護課地域
支援室

072-924-3973
認知症のケアをする職員のスキル
アップ、地域活動への関心を持つ機
会と思っています
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76 大阪府 八尾市 9月2日
相談会・体験会・交

流会
ファイブ・コグ（高齢者用集団認知検査）

高齢介護課地域
支援室

072-924-3973
ファイブ・コグで頭の検診を行いま
す。

77 大阪府 八尾市 9月15日
認知症サポーター養

成講座
認知症サポーター養成講座

高齢介護課地域
支援室

072-920-6530

78 大阪府 八尾市 9月16日
相談会・体験会・交

流会
オレンジパトロール（街歩きと地域パトロー
ル）

高齢介護課地域
支援室

072-924-3973
認知症の本人、オレンジパートナー、
認知症キャラバン・メイトと一緒に街
歩き、地域パトロールを行います。

79 大阪府 八尾市 9月22日
相談会・体験会・交

流会
オレンジパトロール（清掃活動）

高齢介護課地域
支援室

072-924-3973
認知症の本人、オレンジパートナー、
認知症キャラバン・メイトと一緒に市
役所庁舎周りの清掃を行います。

80 大阪府 八尾市 9月28日 映画・動画上映会 昨年度実施の認知症啓発講演会上映会
高齢介護課地域
支援室

072-924-3973

昨年度の八尾市認知症啓発講演会
で動画配信し、大きな反響を頂きまし
た「令和ヨシコの物語」の上映会を実
施いたします。

81 大阪府 泉佐野市 9月24日 講演会・研修
認知症についての理解を深めるイベント（講
演会）の開催（泉佐野市立社会福祉セン
ター）

基幹包括支援セ
ンターいずみさ
の

072-464-2977
サロンドボランティア等の有志が作る
オレンジブレス（オレンンジ色のブレ
スレット）を配付予定です。

82 大阪府 泉佐野市 9月1日～30日 図書館の活用
図書館に認知症コーナーを設置し、認知症
への理解を深める啓発を予定

基幹包括支援セ
ンターいずみさ
の・泉佐野市立
中央図書館

072-464-2977
認知症に関する図書や、認知症ケア
パス、認知症に関する掲示等を玄関
入口コーナーに設置します。

83 大阪府 富田林市 9月13日、16日 図書館の活用

図書館でタッチパネルパソコンを用いたもの
わすれ健診と、認知症予防や早期発見・早
期対応についての相談を実施。対応は地域
包括支援センターの看護職員が行う。

高齢介護課 0721-25-1000

84 大阪府 富田林市 9月20日
相談会・体験会・交

流会

ショッピングセンターで開催する健康月間の
啓発イベントでものわすれ健診ブースを設置
し、認知症予防や早期発見・早期対応につ
いての相談を実施。

高齢介護課 0721-25-1000

85 大阪府 松原市 44833
相談会・体験会・交

流会
VR　認知症体験会 社会福祉協議会 072-333-0294

事業所職員等を対象とし、体験を通
して認知症のある人の視点で考える
ことができることを目標とします

86 大阪府 和泉市 9月21日 SNS
認知症高齢者等SOSおかえりネットワークに
ついて、和泉市公式LINEを用いて周知啓発
予定

福祉部高齢介護
室

0725－99－8132
認知症になっても安心して暮らすこと
ができるまちづくりを推進します。

87 大阪府 柏原市 9月中 その他
認知症についての説明、チェックリスト、相談
窓口の案内について電光掲示板にて掲載

高齢介護課高齢
者支援係

072-972-1570
市役所内の電光掲示板にて掲載しま
す。

88 大阪府 柏原市 9月中
ポスター掲示・懸垂

幕・のぼり旗
認知症サポーターについてのポスターを窓
口に設置

高齢介護課高齢
者支援係

072-972-1570

89 大阪府 柏原市 9月16日
相談会・体験会・交

流会
認知症サポート医による相談会を開催

地域包括支援セ
ンター

072-970-3100

90 大阪府 柏原市 9月中 広報誌掲載 市の広報誌に認知症特集の記事を掲載
高齢介護課高齢
者支援係

072-972-1570
認知症関係の事業や相談会の案内
を掲載しています。

91 大阪府 羽曳野市 9月21日
相談会・体験会・交

流会
認知症に関する相談会を実施 地域包括支援課 072-947-3822

認知症地域支援推進員が市内２ヶ所
で認知症に関する相談を受け付けま
す。

92 大阪府 羽曳野市 9月21日 グッズ・チラシ配布
認知症に関する相談窓口の啓発チラシを配
布

地域包括支援課 072-947-3822
認知症地域支援推進員が市内２ヶ所
で相談窓口のチラシを配布して啓発
します。
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93 大阪府 羽曳野市 ９月１日～30日
ポスター掲示・懸垂

幕・のぼり旗
のぼり旗設置、庁舎電光掲示板に掲示、公
用車にステッカー貼付

地域包括支援課 072-947-3822

世界アルツハイマーデー月間として
庁舎入口にのぼりを設置、電光掲示
板にて啓発文を掲示、公用車に認知
症サポーターに関するステッカーを
貼付します。

94 大阪府 門真市 ８月30日～９月25日 図書館の活用
認知症の理解を深めるために認知症の本を
展示し、認知症関連のリーフレットを配架

高齢福祉課 06-6902-6176
認知症の本を展示していますので、
お気軽にお立ち寄りください。

95 大阪府 門真市 ９月３日・９月16日
認知症サポーター養

成講座
上記の図書館イベント同時期に養成講座を
開催

高齢福祉課 06-6902-6176
認知症を正しく理解し、本人や家族
の応援者になりましょう。

96 大阪府 門真市 ８月30日～９月30日
ポスター掲示・懸垂

幕・のぼり旗
アルツハイマー月間を周知します。 高齢福祉課 06-6902-6176

アルツハイマー月間を多くの方に
知っていただきたく、かわいくポス
ター掲示をしています。

97 大阪府 門真市 ８月30日～９月25日 その他 折り鶴ツリーの展示 高齢福祉課 06-6902-6176
認知症の方、家族を含めた地域住民
が一緒になって、オレンジ色の折り鶴
ツリーを作りました。

98 大阪府 門真市 花が枯れるまで その他
市役所や認知症の方が活躍している畑など
で認知症のシンボルカラーであるオレンジ色
のマリーゴールドの花を咲かせています

高齢福祉課 06-6902-6176
門真市内のデイサービスや地域住民
の家でも咲いていますので、門真市
内を散策して見つけてみましょう！

99 大阪府 泉南市 9月2日～30日 図書館の活用 泉南市立図書館内に啓発コーナーを設置
長寿社会推進課
地域支援推進係

072-483-8254

本市の認知症施策に関する取組み、地
域資源の紹介、図書館職員による認知
症関連本の設置・貸出、のぼり他啓発物
展示を行います。

100 大阪府 泉南市 9月1日 広報誌掲載

９月世界アルツハイマーデーに関する記事
掲載、泉南市初期集中支援チーム啓発チラ
シを折込み、認知症サポーター養成講座開
催案内記事掲載

長寿社会推進課
地域支援推進係

072-483-8254
認知症の早期発見・早期診断の大切
さを重点的に啓発します。

101 大阪府 泉南市 9月17日
認知症サポーター養

成講座
図書館にて本を活用し回想法を取り入れた
認知症サポーター養成講座を開催

長寿社会推進課
地域支援推進係

072-483-8254
絵本「ばあばはだいじょうぶ」や図書
館職員選書の紹介等、図書館ならで
はの講座内容となっています。

102 大阪府 四條畷市 9/1～9/29 図書館の活用 認知症に関する本を集めて展示
医療・介護
連携推進

四條畷支所
072-863-6600

専門職が抄録集も作っています。

103 大阪府 四條畷市 9/13～9/21 展示 認知症についてのパネル展
医療・介護
連携推進

四條畷支所
072-863-6600

四條畷市民総合センターロビー

104 大阪府 四條畷市 9月～ SNS
認知症理解促進に向けた啓発動画をホーム
ページで配信

医療・介護
連携推進

四條畷支所
072-863-6600

わかりやすい動画配信です。
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105 大阪府 四條畷市
9/22（木）

14時～15時30分
認知症サポーター養

成講座
チラシ配布

地域包括支援
センター

四條畷
高齢福祉課

あなたも認知症サポーターになりま
せんか。

106 大阪府 四條畷市 ８/1～末
ポスター掲示・懸垂

幕・のぼり旗
なわて認知症フェア、なわてアルツハイマー月間

医療・介護
連携推進

四條畷支所
072-863-6600

認知症ミニ講座
リモート講演会
介護者と語ろうカフェ

107 大阪府 交野市 9月13日 講演会・研修
地域の支援者である、民生委員を対象に、
認知症サポーター講座（実践編）を全体研修
として実施。

交野市地域包括
支援センター

072-893-6426

各地区会にて、昨年度基礎研修を実
施し、今年度全体研修にて民生委員
として実践的な支援について研修予
定です。

108 大阪府 交野市 9月14日
認知症サポーター養

成講座

保育園児（5歳児クラス）を対象に絵本の読
み聞かせによる認知症リトルキッズサポー
ター養成講座を実施。

交野市地域包括
支援センター

072-893-6426
まず、保育園の先生を対象に職域別
認知症サポーター養成講座を実施
し、今回の講座を企画。

109 大阪府 交野市 9月16日
認知症サポーター養

成講座

保育園児（4歳児クラス）を対象に絵本の読
み聞かせによる認知症リトルキッズサポー
ター養成講座を実施。

交野市地域包括
支援センター

072-893-6426
まず、保育園の先生を対象に職域別
認知症サポーター養成講座を実施
し、今回の講座を企画。

110 大阪府 交野市 9月21日 講演会・研修
介護者家族向け認知症講座として「介護と仕
事の両立について」をテーマに、基調講演と
介護者家族へのインタビューを実施予定。

交野市地域包括
支援センター

072-893-6426
世界アルツハイマーデーに合わせ
て、医師会・歯科医師会・薬剤師会
共催のもと、講演会を実施。

111 大阪府 交野市 9月26日 認知症カフェ
家族の会と本人ミーティング合同イベントに
よる認知症の人と介護者家族の「にじ★カ
フェ音楽会」を開催。

交野市地域包括
支援センター

072-893-6426
毎週月曜日開放している「にじ★カ
フェ」（地域の高齢者の通いの場）を
活用し、イベントを開催。

112 大阪府 交野市 9月1日～12月15日 その他
カルタで遊びながら、楽しく正しく認知症を学
ぶための「かたの認知症カルタ」作成に向
け、読み札を募集。

交野市地域包括
支援センター

072-893-6426
次年度は、読み札に合わせ、絵札を
募集し、R6年度完成予定にて、企画
進行中。

113 大阪府 大阪狭山市 ９月１日～３０日
ポスター掲示・懸垂

幕・のぼり旗
認知症啓発ポスター等の展示、チラシの配
布等（市役所正面玄関）

高齢介護グルー
プ
地域包括支援セ
ンター

高齢介護グループ☎072-
366-0011
地域包括支援センター☎
072-368-9922

ポスターやチラシ、のぼりの設置以
外に、電光掲示板を活用し認知症周
知啓発活動に努めます。

114 大阪府 大阪狭山市 ９月１日～３０日 図書館の活用
認知症啓発ポスターの展示、チラシの配布
等（市立図書館）

高齢介護グルー
プ
地域包括支援セ
ンター

高齢介護グループ☎072-
366-0011
地域包括支援センター☎
072-368-9922

ポスターやチラシの設置以外に、認
知症関連書籍を紹介し認知症周知
啓発活動に努めます。

115 大阪府 大阪狭山市 ９月２１日２２日
相談会・体験会・交

流会
認知症なんでも相談会（市立公民館）

高齢介護グルー
プ
地域包括支援セ
ンター

高齢介護グループ☎072-
366-0011
地域包括支援センター☎
072-368-9922

地域包括支援センターの認知症地域
支援推進員等による相談会を実施し
ます。

116 大阪府 阪南市 9月1日 広報誌掲載

広報はんなん9月号掲載
・市内認知症カフェの案内
・つながるステッカー（認知症普及啓発のた
めのステッカー）の周知啓発

介護保険課

阪南市地域包括
支援センター

072-471-5678
（内線2474）
072-447-6428
072-493-2304

117 大阪府 阪南市 9月1日～30日 展示 図書館にて認知症に関する情報を展示
阪南市立図書館
阪南市地域包括
支援センター

072-471-9000
072-447-6428
072-493-2305

本や掲示物を通じて認知症の理解を
図ります。

118 大阪府 阪南市 9月27日・29日 講演会・研修 認知症サポーター養成講座
阪南市立図書館
阪南市地域包括
支援センター

072-471-9000
072-447-6428
072-493-2305

サポーター養成講座を開催します。

119 大阪府 阪南市 9月1日～30日 グッズ・チラシ配布
地域包括支援センター通信に認知症に関す
る記事を掲載

阪南市地域包括
支援センター

072-447-6428
072-493-2305

認知症推進員を中心に配布し啓発し
ます。

120 大阪府 島本町 9月1日～30日 図書館の活用 関連図書の紹介・チラシの配布 高齢介護課 075-962-2864
期間中、図書館の特集コーナーにて
関連図書の紹介をします。
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121 大阪府 島本町 9月1日～30日
ポスター掲示・懸垂

幕・のぼり旗
啓発ポスターの掲示、チラシの配布 高齢介護課 075-962-2864

認知症サポーター養成講座を受講し
た団体や企業が啓発ポスターを掲示
します。

122 大阪府 島本町 9月30日
認知症サポーター養

成講座
住民向けの認知症サポーター養成講座を実
施

高齢介護課 075-962-2864

123 大阪府 豊能町 9月7日～9月9日 映画・動画上映会
認知症についての理解を深めるイベントの開
催（保健福祉センター、公民館、集会所）

➀豊能町地域包
括支援センター
➁豊能町社会福
祉協議会

➀072-733-2800
➁072-738-5370

期間中、保健福祉センター、公民館、
集会所で映画上映会を行います。

124 大阪府 豊能町 9月7日～9月9日 展示
認知症について理解を深めるための書籍を
展示（保健福祉センター）

豊能町地域包括
支援センター

072-733-2800
期間中、保健福祉センターにて書籍
を展示します。

125 大阪府 豊能町 9月7日～9月9日
ポスター掲示・懸垂

幕・のぼり旗
アルツハイマー月間周知のためのポスター
を掲示（保健福祉センター）

豊能町地域包括
支援センター

072-733-2800
期間中、保健福祉センターにてポス
ターを掲示します。

126 大阪府 能勢町 9月17日 講演会・研修
認知症についての理解を深めるイベント
認知症フォーラムの開催
能勢町保健福祉センター

健康づくり課 072-731-2160

127 大阪府 能勢町 9月17日 認知症カフェ カフェ運営で取り組み紹介 健康づくり課 072-731-2160 ※中止する場合あり。

128 大阪府 熊取町 8月25日～9月29日 展示
図書館にて、認知症に関するポスター、チラ
シ、本等の啓発ブースの設置。

・介護保険課
・熊取町地域包
括支援センター
やさか

・072-452-6298
・072-453-8330

129 大阪府 熊取町 9月24日 講演会・研修 認知症サポーター養成講座を開催。
熊取町地域包括
支援センターや
さか

072-453-8330

130 大阪府 熊取町 9月29日 講演会・研修

キャラバンメイトおよびケアマネ等専門職対
象にフォローアップ研修の実施。認知症サ
ポート医による認知症施策推進大綱や認知
症の最新知識の講演、グループワークを開
催予定。

介護保険課 072-452-6298

131 大阪府 熊取町 9月1日～9月30日 広報誌掲載
広報に世界アルツハイマー月間の記事を掲
載。

介護保険課 072-452-6298

132 大阪府 田尻町 9月20日～9月30日 その他 RUN伴のスライドショーを作成、映像を流す
福祉課高齢介護
係

072-466-8813
これまでのRUN伴の写真をダイジェ
ストにし、総合保健福祉センターのロ
ビーで映像を流します。

133 大阪府 田尻町 9月20日～9月30日 展示 認知症の理解を深めるための展示
福祉課高齢介護
係

072-466-8813
RUN伴のTシャツや認知症に関する
啓発物を総合保健福祉センターのロ
ビーに展示します。

134 大阪府 岬町 9月21日 その他
もの忘れあるある川柳を募集し、作品選考を
9月21日に行う。

しあわせ創造部
高齢福祉課

072-492-2716

もの忘れにまつわる川柳を８月の間
募集しており、それを9月21日に岬町
RUN伴実行委員会と岬町キャラバン
メイト連絡会が合同で選考し、その後
広報紙への掲載や冊子を作成する
予定。

135 大阪府 太子町 9月1日～30日 グッズ・チラシ配布 啓発ポスター及びリーフレットの掲示、配布 いきいき健康課 0721-98-5538
府から掲示・配布の依頼を受けたポ
スター及びリーフレットを使用します。

136 大阪府 河南町 9月1日～30日 展示
河南町役場1階ロビー、町立中央公民館に展示
スペースを確保し、認知症関連のリーフレットやチ
ラシ等を展示。

社会福祉協議会/高
齢障がい福祉課 0721-93-2500

認知症カフェで当事者が作成した作
品も展示します。認知症地域支援推
進員による企画です。
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137 大阪府 河南町 9月1日～30日 図書館の活用 町立図書館に認知症関連の本を紹介。
社会福祉協議会/高
齢障がい福祉課 0721-93-2500

期間中、認知症の理解を深めるため
の本のコーナーを設けます。

138 大阪府 河南町 9月15日 認知症カフェ
町内の認知症カフェ開催日に、「アルツハイ
マー月間」の取組について紹介、リーフレット
配付。

社会福祉協議会/高
齢障がい福祉課 0721-93-2500

認知症の当事者・家族・地域住民な
など誰でも気軽に参加できます。

139 大阪府 河南町 9月1日～30日
ポスター掲示・懸垂

幕・のぼり旗

河南町役場1階ロビー、町立中央公民館に展示
スペースを確保し、認知症の理解を深めるための
ポスター掲示、のぼり掲揚。

社会福祉協議会/高
齢障がい福祉課 0721-93-2500

140 大阪府 河南町 9月1日 広報誌掲載
町広報誌及び社協広報誌に世界アルツハイ
マー月間についての記事を掲載。

社会福祉協議会/高
齢障がい福祉課 0721-93-2500

認知症地域支援推進員による企画
です。

141 大阪府 河南町 9月1日～30日 展示
町内3カ所の郵便局に世界アルツハイマー月間
や認知症関連のリーフレット、チラシ等を設置。

社会福祉協議会/高
齢障がい福祉課 0721-93-2500

142 大阪府 千早赤阪村 9月1日～30日 展示 認知症の理解を深めるための記事を展示
千早赤阪村地域
包括支援セン
ター

0721-74-5117
期間中、認知症の理解を深めるため
の情報を役場、保健センターに掲示
します。

143 大阪府 千早赤阪村 9月1日～30日 展示 図書館にて認知症関連の本や雑誌を紹介
千早赤阪村地域
包括支援セン
ター

0721-74-5117
期間中、認知症の理解を深めるため
の本や雑誌のコーナーを設けます。
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