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介

介

介

介

介

介

介 （１）地域で活動や参加ができる場所

（2）その他の事業

一一般般般介介介介護護護護護予予予防防事事業業
65歳以上のすべての方が対象

区内施設で実施

※冊子「いたばし健康長寿１００歳！」

（Ｐ１）をご覧ください

介介介介護護護護護予予予防防・・生生活活活活活支支援援

ササーービビビスス事事業業

短期集中通所サービス（元気力向上教室）および
住民主体型の通所型サービス事業
元気力チェックシートで元気力（生活機能）の低下
があった方、要支援認定を受けた方

ウェルネス（介護予防）
活動推進団体支援事業

６５歳以上で定期的に活動している団体を対象。
登録により、活動場所や活動内容の相談ができます。

お住いの地域の

おとしより相談センターへ
地地地域域域のの自自主主主グググルルルーーププ、、

ササロロンンン

地域支えあいグループ、福祉の森サロンなどの地域
の人が集まり、体操やレクリエーション、茶話会な
どをおこなう交流の場

ふふふふふれれああいいい館館
ロビー、娯楽室、浴室などが設けられ、地域の趣味
やレクリエーションを楽しむ施設（一部有料）
対象は６０歳以上で利用登録をした方

各施設へ

高高高島島平平ココココかかかららら

スステテテーーシシシショョンンン

どなたでも入れる地域の交流の場
運営：地方独立行政法人東京都健康長寿医療センター
月水金曜・第２・４土曜　午前11時～午後４時
当事者の会は月１回土曜開催

場所：

おとしより保健福祉センター
介護予防係
☎ ５９７０-１１１７

（3）認知症カフェ

認知症カフェ
認知症の方やご家族、どなたでも気軽に立ち寄りくつ
ろげる場所。認知症ミニ講座や認知症相談会、レクリ
エーションなどを通じて認知症への理解を深めます。

おとしより保健福祉センター
認知症施策推進係
☎ ５９７０-１１２１

高島平 2-32-2-105

☎ ６９０９-７６４５

（開設時間のみ）

9：50～ 受付

10：00～ 脳トレゲーム

11：00～ 認知症に関する情報提供

11：30～ 談笑

12：00 解散

とある認知症カフェの1日（Ｂカフェ）

9：50～ 受付

10：00～ 談笑

11：00～ 医師によるミニ講座「認知症と医療」

11：30～ 談笑

12：00 解散

とある認知症カフェの1日（Ａカフェ）

Ｑ. 誰が参加できるの？認知症の人以外も入れる？

Ｑ.どんなことをやっているの？

認知症の方だけでなく地域で暮らす誰もが参加できます。
認知症の方やご家族が参加しやすいような雰囲気づくりがなされています。

Ａ.

医療・介護の専門職による認知症に関するミニ講座や、ゲームなど様々な活動に
より認知症に関する理解を深めます。認知症やもの忘れへの不安や悩みの共有や
相談もできます。ただくつろぎに来る方もいらっしゃいます。

Ａ.

Ｑ.どこにあるの？
区内に26か所あります。（令和４年９月現在）
詳細はリーフレット「ようこそ！いたばし認知症フレンドリーカフェ」で紹介
しています。お住いの地域のおとしより相談センターやおとしより保健福祉
センターにて配布しています。

Ａ.

7  交流したい7  交流したい

※新型コロナウイルス感染症予防のため、開催を変更・中止している場合があります。
　事前に各認知症カフェへお問合せください。
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認知症について、症状や接し方などの理解を深めるために、講座を開催しています。

（1）講座

８  家族が学ぶ、交流する場所を知りたい

認知症の方を介護する

家族のための講座

介護者や介護に関わる方を対象とした、認知症の理解と接し方を学ぶ講座。介護者

自身のリフレッシュや交流を図るプログラムも実施。※広報いたばしに掲載し募集

板橋区医師会もの忘れ相談医による、広く一般向けの認知症に関する講演会

※広報いたばしに掲載し募集
認知症講演会

話したり、聴くことで、ほっとしたり、ヒントを得ることができる場です。勉強会を企画することも

あります。お住いの地区に関係なく、どこの会でも参加することができます。

※会場や日時が変更される場合がありますので、初めて参加される場合はお問合せください。

（２）認知症の方を介護する家族のための交流会

名　称 会　場
※変更の場合があります

日　時（原則）
※変更の場合があります

板橋地区
家族交流会

志村地区
家族交流会

介護者支援の会
ひだまり

やすらぎ

きずな

桜の会

男性家族交流会

ウェルネススペース板橋洋室①

（板橋３-２６-４）

志村坂上地域センター

（小豆沢２-１９-１５）

きたのホール第１洋室

（徳丸２-１２-１２）

成増アクトホール 第１洋室

（成増３-１１-３）

おとしより保健福祉センター
（前野町４-１６-１）

※令和５年度以降会場が変更される場合あり

高島平区民館３階集会室

（高島平３-１２-２８）

おとしより保健福祉センター  １階会議室

（前野町４-１６-１）

毎月　第１木曜　

午後１時30分～午後３時30分

毎月　第２火曜

午後２時～午後４時

毎月　第３木曜

午後１時30分～午後３時30分

毎月　第１水曜

午後１時30分～午後３時30分

毎月　第３水曜

午後１時30分～午後３時30分

毎月　第２金曜

午後１時30分～午後３時30分

毎月　第２水曜

午後１時30分～午後３時30分

問合：おとしより保健福祉センター　認知症施策推進係　☎５９７０-１１２１

にん しょうち
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８  家族が学ぶ、交流する場所を知りたい
問合：おとしより保健福祉センター　認知症施策推進係　☎５９７０-１１２１

認知症サポーター

養成講座

一般区民向けと事業者向けの講座があり、広報いたばしで募集するほか、出前講座

（一般区民向け、事業所向けのいずれも概ね5人以上）も実施しています。

９  安心して暮らせる地域にするために９  安心して暮らせる地域にするために

認知症サポーター養成講座を受けて、認知症について正しく理解した「認知症になっても安心して暮

らせる地域づくり」の担い手です。

認知症の人やその家族を手助けしたり、認知症サポーターのひろばでできることを話し合い実行した

り、無理のない範囲で様々な活動をします。養成講座で配付される「認知症サポーターカード」がサ

ポーターの目印です。

※認知症サポーターの目印は、カードの他にも認知症サポーターリングなどがあります。

○認知症サポーター　令和４年３月末時点 区内 29,400人

認知症サポーターとして何ができるかを、皆で考えて、

楽しみながら活動する集まりです。認知症の普及啓発の

ための「いたばし認地笑かるた」の制作を行いました。 

現在は、認知症サポーター養成講座での「いたばし認知

症村芝居」の披露を行っています。

○認知症サポーターのひろば

新人店員が認知症の人と出会い、成長するお話

です。

「認知症について多くの方に正しく知ってもらい

たい」という思いで、認知症サポーターの皆様が

ボランティアで演じています。

ぜひご覧ください。

「認知症村芝居～ここはとあるコンビニ店～」

Youtubeで「認知症村芝居」を公開中！！

にん しょうち
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・声かけの流れ

認知症になっても安心して暮らせる地域づくりに賛同していただけるお店です。

事業所向けの認知症サポーター養成講座を受講すると配付される、

「高齢者あんしん協力店ステッカー」が目印です。

○高齢者あんしん協力店　令和４年６月末時点 区内４２３店

板橋区では、子どもから大人まで、一緒に遊びながら認知症を正しく楽しく学ぶことを目的に「いた

ばし認地笑かるた」を作成しました。

かるたの読み句は、令和２年２月に区民の方からご応募をいただいた３００句の中から、認知症サポ

ーターのひろばで選定を行いました。

イラストは、板橋区立赤塚第二中学校の有志の生徒が作成してくれました。おとしより保健福祉セン

ターで貸出をおこなっています。ぜひ使ってみてください！！

※かるたの貸出について詳しくはホームページをご確認ください。

○「いたばし認地笑かるた」
にん   ち しょう

行方不明者の早期発見のためには、地域の方の声かけが重要です。

実際に声をかける体験などを通じて、認知症の方の特徴や、適切な対応の仕方を学びます。

○認知症声かけ訓練

板橋区認知症施策推進係（公式）

Youtube��板橋区認知症�����公���� Twitter������

ita_dementia


