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市町村名 市川市

事例紹介
☆認知症カフェでのボランティア☆

【参加までの流れ】
◯認知症サポーターステップアップ講座
　認知症サポーターを対象に「ステップアップ講座」を開催。
　希望者は介護サービス事業所で接し方を実習。
　受講した方にナンバー入り修了証を交付し、名簿を作成。

◯ウェブサイトで活動情報提供
　市公式ウェブサイト「認知症カフェ」のページに、認知症サポーターがボランティアで活動できる
　認知症カフェの情報を掲載。
　URL:http://www.city.ichikawa.lg.jp/wel02/1111000096.html

◯「認知症カフェ」リーフレットの配布
　認知症サポーター養成講座において、リーフレットを配布し、サポーターの活動の場として
　「認知症カフェ」を紹介。

【活動内容】
◯認知症カフェのお手伝い、傾聴ボランティア
◯活動した認知症サポーターは、年1回市が報告を受け、人数・活動回数を把握。
　　※ステップアップ講座修了者はナンバーで把握。
　（参考）平成30年度　　活動実人数　　　　４９人 （内ステップアップ講座修了者２０人）
　　　　　　　　　　　　　　　  活動延べ回数　 １３６回 （内ステップアップ講座修了者８６回）

１



市町村名 船橋市

事例紹介
☆認知症に関するイベント参加☆

【活動までの流れ】
○「ふなばしオレンジネット」
　平成２８年度から「認知症の人にやさしい船橋」を目指し、市内在住・在勤で、認知症サポーター
養成講座を受講しオレンジリングを所持している認知症サポーターを対象に、メール配信を行う
「ふなばしオレンジネット」を開始！
　配信内容は認知症に関するイベント情報や認知症に関するボランティア募集等。
平成３０年１０月１日に船橋市のメール配信サービスが統合されたことに伴い、認知症サポーター
も含めた多くの方に登録いただき、登録者は令和元年７月１日時点で約１５００人。
　今後は認知症サポーターへのメール配信に加え、認知症サポーター以外の登録者に対しても認
知症関連情報を配信し、イベント等に参加していただき、認知症サポーター養成講座の受講も促
す。

【活動内容】
　認知症に関するイベント情報として、下記イベントの情報をこれまでに配信し、ボランティアや参
加者として認知症サポーターの方にもご参加いただいている。
○メモリーウォーク
　　認知症の理解と、病気に対する社会への啓発活動のためのパレード
　　市民まつりにて実施
○ＲＵＮ伴
　　認知症になっても安心して暮らせる地域づくりを目指し、認知症の人もそうでない人も、みんな
でタスキをつないで日本を縦断するイベント
○認知症高齢者徘徊模擬訓練
　　認知症高齢者本人の気持ちに配慮した声かけや見守り方を学び、徘徊高齢者を地域で見守る
仕組みを作るための訓練
○認知症カフェ
　　認知症の人やその家族、地域住民、専門職など誰もが気軽に集い交流できる場

メモリーウォークの様子

（令和元年７月２８日）オレンジネット配信の様子

２



市町村名 木更津市

事例紹介
☆ 認知症カフェの運営およびボランティア活動☆
　
　【参加までの流れ】
　　もともとサポーターであった方などにより、認知症カフェを運営していただいている。
　　新たに、認知症カフェで活動していただく方にもサポーター養成講座を
　　受講していただいている。
　

　【活動内容】
　　○市内の認知症カフェ（全５箇所）で企画・運営・お茶出し・傾聴などを行っている。

　

　○ 認知症メモリーウォークへの参加

メモリーウォークの様子

認知症カフェの様子
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松戸市市町村名

事例紹介
☆オレンジ声かけ隊☆
松戸市では認知症サポーター養成講座受講者の中から、更なる取り組み、支援を希望する者がオ
レンジ声かけ隊、オレンジ協力員へとステップアップし、高齢者を地域全体で見守る松戸市あんし
ん一声運動を実施している。

【参加までの流れ】
認知症サポーターによる声かけ人材の育成
○認知症サポーターのうち認知症の方への見守り支援をする意欲のある
　市民が市へ「オレンジ声かけ隊」の登録してもらう。

【活動内容】
○普段の生活で手助けが必要な高齢者を見かけた際の声かけ活動。
　（通称：あんしん一声運動）
○毎年1回、あんしん一声運動参加者を対象に研修会を実施。
○より充実した支援を行いたいという市民へは、「オレンジ協力員」
への登録を勧めている。

☆オレンジ協力員☆
認知症サポーターによる専門職との実践活動（認知症カフェの運営、見守りパトウォーク等）

【参加までの流れ】
○認知症サポーターのうちボランティアに参加する意欲のある市民に市のオレンジ協力員の登録
をしてもらい、専門職と一緒に認知症の人に関わるボランティアを行う。（一部業務は市の社会福
祉協議会へ委託）

【活動内容】
○認知症カフェ
　現在(令和元年6月時点)市内に21箇所あり、カフェでのオレンジ協力員の活動内容の充実が図ら
れている。
○見守り活動
　一部地域では、地域包括支援センター職員と一緒に散歩をしながら近所の子どもや高齢者を見
守る「見守りパトウォーク」を実施している。
〇傾聴活動
　市内受入機関等に出向き、専門職と一緒に傾聴活動を行う。
〇 徘徊模擬訓練
　オレンジ協力員が自主的に地域での徘徊時に対応すべく、地域と連携し訓練を実施している。
〇その他
　個別支援マニュアルを作成し、地域包括支援センター、専門職と連携して対象者宅を訪問し 、個
別支援を行っている。
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市町村名 茂原市

事例紹介
☆認知症サポーターによる認知症の啓発活動☆

【参加までのながれ】
〇認知症サポーターのうち、ほっと見守り隊として登録してもらった人にボランティアの案内を郵送
により発送。
※ほっと見守り隊とは認知症サポーター養成講座を受講し、認知症の人とその家族を地域全体で
見守ることに賛同し、ほっと見守り隊として市に登録した人。
平成３１年３月末時点登録者数６１８名。

【活動内容】
〇配布用チラシの封入作業をしてもらい、ＪＲ茂原駅で約１時間程度、認知症に関するチラシ等の
街頭配布を行った。

【参加者】
〇封入作業及び街頭配布　延６０名程度

☆ＲＵＮ伴の手伝い☆

☆認知症カフェの手伝い☆

啓発活動の様子
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市町村名 成田市

事例紹介
☆認知症カフェのボランティア☆

【参加までの流れ】
〇認知症カフェでは、ボランティアが主導で活動している。

【活動内容】
〇カフェの活動内容を企画、傾聴、お茶出し、後片付け等。

【参加者】
○認知症の人その家族、地域住民、地域包括センター職員、認知症サポーター３～５名。

認知症カフェの様子
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市町村名 佐倉市

事例紹介
☆認知症サポーター証の配布☆　　～サポーターとしていつでも活躍できるように～
　認知症サポーター養成講座の受講者に配布するオレンジリングの袋の中に「認知症サポーター
証」をセットして配布。また、復習サイトを案内するラベルを貼付している。

☆認知症高齢者声かけ訓練の開催☆　～認知症にやさしい地域を目指して～
【開催までの流れ】
　認知症地域支援推進員が地域への認知症啓発活動のなかで、自治会やまちづくり団体などへ
訓練実施の打診と調整を行う。
　訓練実施まで３回程度の打ち合わせと、認知症サポーター養成講座を開催する。
【訓練内容】　時間：2時間程度
　①警察への行方不明届出訓練（寸劇によるデモンストレーション）
　②認知症高齢者役の住民に声をかける訓練の実施
　③発見・保護訓練（寸劇によるデモンストレーション）
　④SOSネットワークのメール配信登録に関する説明
　⑤訓練反省会

①警察官役は市の職員

娘役は包括職員、妻役は地域住民

②
見かけたサポーターが、ゆっくり
近づき、やさしく声をかける。

認知症高齢者役が地域を巡回。

③発見・保護の場面

住民サポーターと共に、「認知症の人にやさしい地
域」を目指し、声のかけ方を重視した訓練を実施。
警察への届け出や聴取される内容、発見・保護の場
面を寸劇で見せることで、行方不明時の状況のイ
メージにつながり、認知症の人とその家族を地域で
あたたかく見守ることの重要性を再認識できている。
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市町村名 柏市

事例紹介
☆オレンジフレンズの活動☆
〇認知症サポーター養成講座を受講し，認知症サポーターとなった方のうち、ボランティアに参加
する意欲のある人をオレンジフレンズとして登録し、名簿を作成。在住または在勤場所の各地域包
括支援センターに登録をして、以下の活動を行っている。

☆徘徊模擬訓練の実施☆
【徘徊模擬訓練の内容】
〇各地域包括支援センター（１１包括地域包括支援センター）が町会等と協力し開催
〇徘徊している認知症の人への声かけのしかた
〇徘徊している認知症の人を発見した時の対応方法
【オレンジフレンズの活動内容】
〇徘徊模擬訓練の運営の協力、認知症の方への声かけの見本

☆認知症介護者交流会の実施☆
　認知症の人を介護している方と会い、介護をしている中で抱く思い等を語り合い、情報を交換す
る場。地域包括支援センターが主催で行っている。
【オレンジフレンズ活動内容】
〇介護者が語り合う中で、認知症ご本人の方々の見守りや傾聴、運営の補助

☆かしわオレンジホッとカフェ（認知症カフェ）の実施☆
　認知症の人やその介護者などが交流したり、外出の機会を提供したりするもの。ゲーム、お茶
会、専門家による相談を行っている。地域包括支援センターが主催で行っているカフェの運営補助
やオレンジフレンズが運営するカフェがある。
【オレンジフレンズ活動内容】
〇カフェの準備やお茶だし、参加者の傾聴、片付け

徘徊模擬訓練時の写真

認知症カフェ開催時の写真
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市町村名 市原市

事例紹介
☆オレリン会への参加☆
　認知症サポーター養成講座を修了した人に、「オレリン会」への参加を呼びかけ、どのような取り
組みができるか、定期的に集まり検討をしている。
（「オレリン会」とは、オレンジリングを持っている人（＝認知症サポーター）が自分のできる範囲で、
認知症の人やその家族を支援する取組みを行う会。）

【活動内容】
〇イベントへの参加
　　　認知症に関するイベントで、認知症の基礎知識や脳トレを紹介するボランティア
     スタッフとして参加。
〇マスコットキャラクターの作成
　　・ロバ隊長の作成
　　 ロバ隊長（認知症サポーター養成講座のキャラクター）の作成と、小学生の
   　認知症サポーター養成講座修了者へ配布するロバのマスコットを作成。
　・ミルク隊長づくり
　　牛乳パックで作成するロバ隊長
　　認知症啓発のため、牛乳パックで子どもでも作れるロバ隊長を作成。
　　今後、小学生に認知症について啓発していけるような取り組みの一つにする。
　　そのため、作りやすさやどのように普及していくかなど検討。

講師（オレリン会メンバー）の指示に

従い、ミルク隊長作成風景（上）

認知症啓発のため、牛乳パックで子どもでも

作れるロバ隊長を作成。

今後、小学生に認知症について啓発してい

けるような取り組みの一つにする。

そのため、作りやすさやどのように普及して

いくかなど検討。

完成したミルク隊長（左）
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市町村名 君津市

事例紹介
☆徘徊模擬訓練の実施☆
　平成25年度～28年度まで、年度ごとに開催地区を変え、徘徊模擬訓練を開催。
　認知症の人への対応実践や声かけ訓練を実施。

【徘徊模擬訓練開始前から終了後の流れ】
　○事前学習として、開催地区にて２～３回、認知症サポーター養成講座等の研修会を実施
　○訓練終了後、自治会館等を借り、自治会、商店、警察等、参加団体に出席していただき、
　　反省会　（参加した感想や質疑応答）を開催

【活動内容】
　○訓練当日、徘徊者役の特徴を防災無線とＳＯＳネットワークＦＡＸにて送信。捜索、発見、
　　声掛け、保護に参加
　　※ＳＯＳネットワーク登録者数194名(平成30年5月現在）
　○110番通報訓練の実施

【訓練協力団体・協力者】
　開催地区の自治会、民生委員、商業施設、キャラバン・メイト、認知症サポーター、警察署、
　関係部署、地域住民

平成２８年度訓練の様子
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市町村名 浦安市

事例紹介
☆はいかい高齢者見守り模擬訓練の実施☆
　平成26年度から年１回、担当地域包括支援センターを中心に「はいかい高齢者見守り模擬訓練」
を実施している。認知症サポーターのうち希望者が参加。

周知活動を兼ねているので、のぼりを

持って指定エリア内を捜索します

はいかい役を発見したら、警察（実施本

部に警察官）へ通報します
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市町村名 四街道市

事例紹介
☆認知症に関するイベントへの協力☆

【参加までの流れ】
認知症サポーターを対象にステップアップ講座を実施。
認知症の方と接したことのない方もいるため、希望者は施設でのふれあい体験実施。
ボランティアミーティングを開催し、具体的な活動のイメージを広げてもらう。
ボランティアミーティング参加後、ボランティア登録とする。
活動できそうなことをアンケートで確認し、名簿で管理。
イベントに合わせて協力の声掛けを行う。

【認知症に関するイベント】
地域包括支援センターが行う認知症カフェや、
認知症カフェ立ち上げに向けた地域での
ワークショップなどへのお誘いをしている。
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市町村名 袖ケ浦市

事例紹介
☆認知症カフェへの参加☆
　○認知症カフェが市民により設立運営され、毎週１回、水曜日に開催されている。
　　ボランティアがシフト制で参加。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　コーヒーセット300円　　　　　　　　おにぎりセット300円

　
　○社会福祉法人が運営する認知症カフェが設立され、毎月１回第４月曜日に開催
　　されている。認知症サポーターの活動内容は、参加者の話の傾聴、体操等の補佐など。

☆認知症予防教室への参加☆
　○市が運営する認知症予防教室にて、受付や、プログラムの中で係を担当し、参加者
　　　を補佐する。
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市町村名 白井市

事例紹介
☆認知症パートナーによる認知症カフェの立ち上げと運営協力☆

【協力までの流れ】
○認知症パートナー養成講座に参加（認知症サポーターのうち、ボランティアに参加する意欲のあ
る人にフォローアップ講座を実施し、名簿を作成。活動できる方を募り協力者となる）

○市内高校生への認知症サポーター養成講座実施、高校へ協力依頼、長期休みに10名程度の
高校生に「お楽しみ処」に参加してもらっている。

【認知症カフェ立ち上げまでの経緯】
○平成29年度修了者の有志メンバーと地域包括支援センター職員で、もの忘れの心配のある人
や家族が一緒に安心して参加でき、無理なく地域とつながりがもてる場のあり方について話し合い
を繰り返し、平成30年4月より「お楽しみ処」開催に至る。

【活動内容】
〇「お楽しみ処」の運営
第2・4木曜日：保健福祉センター喫茶たんぽぽ、第３水曜日：西白井複合センターにて開催。
　　・梨トレ体操、脳トレゲームなど、会の進行、参加者との話（傾聴等)
　　・高校生の参加や地域のサークルによる歌のイベント開催
　　・参加者との関係性が築けている中で、地域に戻ってからのつながりや支援（家族の話傾聴
等）に発展している様子も見られてきている。

【目的共有パネル】
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市町村名 南房総市

事例紹介
☆認知症サポーターによる認知症カフェの運営☆

おたがい茶間カフェ
　自主運営のボランティア団体として毎週１回、水曜日午前10時から午後3時まで認知症
　カフェを開催している。（おたがい茶間カフェ）
【活動内容】
　○お茶出し手伝い、飾りつけ、傾聴
【参加者】
　認知症の人やその家族約40名（平均）、認知症サポーター約10名程度、不定期に市役所
　保健師等1名。

おかげ茶間サロン
　自主運営のボランティア団体として毎月１回、金曜日午前10時から2時間程度認知症カフェ
　を開催している。（おかげ茶間サロン）
【活動内容】
　○お茶出し手伝い、飾りつけ、傾聴
【参加者】
　○認知症の人やその家族約40名（平均）、認知症サポーター約10名程度、
　　不定期に市役所保健師等1名。

お達者サロン
　協議体でのお達者サロン（つどいの場）開催・運営。
　市内19箇所でボランティアとして開催をしており、それぞれに開催日時・場所は設定。
【活動内容】
　○お茶出し手伝い、飾りつけ、傾聴、介護予防教室など
【参加者】
　○高齢者（認知症や要介護者等含む）10名から30名（平均）、
　　認知症サポーター2名から5名程度、不定期に市役所保健師等1名。

手先を使った教室の様子

（塗り絵や縫い物など）

各地域で開催されているお達者サロン

での様子（介護予防の体操）
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市町村名 匝瑳市

事例紹介
☆認知症ジュニアサポーター養成講座での講話（劇団オレンジによる寸劇）☆

【参加までのながれ】
〇平成２６年より、小中学生に認知症ジュニアサポーター養成講座を開催。講座の中では、劇団オ
レンジの方々に寸劇をしていただき、わかりやすく伝えている。劇団オレンジは、認知症ボランティ
ア養成講座の際に寸劇に協力してくれる方を募り、練習の機会を作っていった。寸劇の台本は、高
齢者支援課地域包括支援センターで作成しており、小学生、中学生それぞれ台本がある。

【活動内容】
〇認知症ジュニアサポーター養成講座の中で「孫のお迎えを忘れる」「ご飯をまだ食べていない」
「家に帰れない」等といった症状の具体例を寸劇で披露。望ましい対応、望ましくない対応を演じ、
児童・生徒達が対応や認知症について考えるきっかけ作りをしている。

【参加者】
認知症サポーター１２名

中学校での認知症ジュニアサポーター

養成講座の様子

１６



市町村名 香取市

事例紹介
☆認知症カフェの参加☆

【参加までの流れ】
①　認知症サポーター養成講座受講者に広報誌等で認知症サポータースキルアップ講座の受講
呼びかけ。
②　講義内容に認知症カフェについてを入れ、周知する。
③　講義終了時に認知症カフェでのボランティアを募る。
④　認知症カフェへの参加へ。

【活動内容】
①　認知症カフェに参加し、お茶出しや参加者とのコミュニケーション・傾聴等を行う。

１７



市町村名 山武市

事例紹介
☆認知症カフェの運営補助☆

【参加までの流れ】
〇認知症サポーターに対し、認知症サポーターフォローアップ講座を実施。その参加者に認知症カ
フェの運営補助を依頼。

【活動内容】
〇有料老人ホームで月に１回、第2金曜日に認知症カフェを開催しており、運営補助として参加。
司会・お茶出し手伝い・歌・レクリエーションを行っている。

【参加者】
○認知症の人とその家族1～2名、有料老人ホーム職員３名、市担当者２名、生活支援コーディ
ネーター１名、認知症サポーター3名
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市町村名 酒々井町

事例紹介
☆地域包括支援センターが行う認知症カフェでのボランティア活動に参加☆
　認知症サポーター養成講座を受講した方で、ボランティアスタッフとして活動意欲のある方が認
知症カフェに参加

【開催頻度】
〇月1回、土曜日に認知症カフェを開催

【参加者 】
〇運営スタッフ：地域包括支援センター職員、認知症サポーター、民生委員、町職員等

【活動内容】
〇お茶出し、傾聴、飾りつけ等

開催チラシ 認知症カフェの様子
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市町村名 栄町

事例紹介
☆認知症カフェ運営のサポート☆

【参加までの流れ】
○認知症サポーター養成講座と認知症フォローアップ研修を受講してもらう。
　認知症サポーターとして活動希望があるか、アンケートを実施。
　活動希望者に参加してもらっている。
　活動希望登録者数25名。

【活動内容】
　○毎月第３金曜日に認知症カフェを開催しており、スタッフとして参加。
　○準備、片付け、お茶出し、コミュニケーション

【参加者】
　○認知症の方、認知症を支える家族、住民、認知症地域支援推進員１名、
　　介護福祉士１名、認知症サポーター２～４名、町職員１名
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市町村名 神崎町

事例紹介
☆認知症カフェのボランティア☆
月に1回神崎ふれあいプラザにおいて認知症カフェを開催。　参加費は無料。

【参加までの流れ】
◯認知症サポーター養成講座終了後に、アンケートを実施。その中で、認知症カフェについての説
明を書いた上で、ボランティアをしてみたいかの問をつくり、希望があった方には、個別にカフェの
概要等を説明する。説明後本人からボランティアをしたいとの話があれば、実際にボランティアとし
て活動してもらう。

【活動内容】
◯カフェの内容の企画検討、傾聴、お茶出し、片付け。また、レクやクイズ等のサポート。
◯カフェ終了後に反省会を行い、対応方法等を検討。
◯実績報告会を年1～2回開催
　内容：認知症カフェに来られた方の延べ人数や年間を通してのカフェの運営状況等を地域包括
支援センター職員が話した後、相互の交流ができる会を設けている。

カフェ等の様子
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市町村名 多古町

事例紹介
☆認知症サポーターの協力による認知症カフェの運営☆

【活動内容】
町で不定期に認知症カフェを開催しており、その運営協力として参加。
○お茶出し、レクリエーション等。

【参加者】
認知症の人とその家族、認知症サポーター（兼、介護予防サポーター）、介護職員、
地域包括支援センター職員
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市町村名 九十九里町

事例紹介
☆認知症サポーターによる認知症カフェのサポート☆
ボランティアに参加する意欲のある人による地区活動

【認知症カフェ　よったいよ】　場所（公民館）　参加者（10～13名）　1回/月第2月曜日
〇内容　毎回自主血圧測定をして参加者相互の健康観察。
〇身体機能維持向上を目指した体操。また町の専門職ボランティアの指導を受ける。
〇家庭でも毎日行うためのチェック表を各自記入している。
〇認知機能低下を予防するために折り紙脳トレ実施している。
〇1回/3か月体力測定をし検証する
〇食生活改善の為の調理、講習。
　
【認知症カフェ　おかえりぃ】　場所（個人の家）参加者（10～13名）
〇地区の意欲のあるボランティアによる運営。
〇毎回健康観察として自主血圧測定等、参加者相互の健康観察。
〇1回/3か月に体力測定。
〇生活や健康の困りごとの相談に乗る等、見守り保健活動。
〇興味あるテーマに応じ、専門職を招いた講話会の開催。
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市町村名 芝山町

事例紹介
☆認知症サポーターによる認知症カフェの運営☆

【参加までのながれ】
〇平成３０年度の認知症サポーター養成講座受講者のうち、ボランティアに参加する意欲のある
人にフォローアップ講座を実施。

【活動内容】
〇月に１回、第４火曜日にしばっこカフェ（認知症カフェ）を開催。
　　受付、お茶出し手伝い、話し相手、簡単な体操、歌
　
【参加者】
○認知症の人とその家族５～６名、認知症グループホーム入居者４～５名、町担当者２名、認知症
サポーター４～５名、介護支援専門員１名
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市町村名 横芝光町

事例紹介
☆認知症カフェへの参加☆
地域包括支援センターで月に１回、第１土曜日に認知症カフェを開催しており、
希望する認知症サポーターが運営として参加している。

【参加者】
　認知症の人とその家族等　他　計約１０名
　町担当者１名
　認知症サポーター　　１名
　ボランティア　　　　2～3名
　地域包括支援センター職員　５名

【活動内容】
　お茶出し手伝い、飾りつけ、傾聴など。

☆地区介護予防教室での指導☆
介護度重度化防止推進員の皆さんが認知症サポーター養成講座を受講しており、地域で介護予
防運動や脳トレ等の指導を行っている。

【スタッフ】
　介護度重度化防止推進員（11人のうちサポーター養成講座受講済みは8人）

【活動内容】
　希望がある地区サロン等に出向き、介護予防や認知症予防について指導を行っている。
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市町村名 長柄町

事例紹介
☆地区の介護予防出張教室での活動☆

【参加までの流れ】
〇一般介護予防事業における介護予防推進員（スマイルながら）を養成。
　→認知症サポーター養成講座を実施。（希望者受講）
　→各地区で実施している介護予防出張教室へ参加
　→現在登録者47名（内認知症サポーター37名）

【活動内容】
〇各地区の介護予防出張教室（月1回：13地区、週1回：5地区）の運営
　・介護予防体操や認知症予防の脳トレ等の実施

【参加者】
〇各地区の近隣住民５～１５名程度、介護予防推進員２～４名

☆認知症カフェでの活動☆
【参加までの流れ】
〇認知症サポーターへボランティア募集の通知
　→活動希望者は委託先のデイサービスへ連絡・名簿記入
　→現在登録者7名

【活動内容】
〇町の委託事業者として町内のデイサービスで
月に１回、第３土曜日にオレンジカフェ（認知症カフェ）
を開催しており、運営として参加。
　　・お茶出し手伝い・傾聴

【参加者】
〇認知症の方とその家族約10名、
認知症サポーター5名、デイサービス職員2名

スマイルながらによる介護予防出

張教室♪

地域住民に好評です！
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市町村名 鋸南町

事例紹介
☆認知症サポーターの認知症カフェへの参加☆

【参加までの流れ】
認知症カフェの開催を町報に掲載し、対象の中に認知症サポーターも加えたところ、認知症サポー
ター養成講座を受講した４人のサポーターが当日参加があった。

【活動内y法】
準備から後片付けまで積極的に協力し、足の不自由な参加高齢者に、お茶やお菓子を給仕した
り、話し相手になり、場をもりあげた。今後も参加したいとの申し出があった。
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