
申込詳細は裏面へ

2/18〆切

入場無料
事前申込優先

日時 2月24日（日）
ウインクあいち

2019年

5階小ホール、7階展示場
（名古屋市中村区名駅４丁目４－３８）

対象： 一般住民の方、専門職の方、
 興味のある方どなたでも

講師 ： 武地　一　先生
「ガッテン！！認知症」

12:00～16:00

13:00～16:20

場所

主催：愛知県
（公社）認知症の人と家族の会愛知県支部

平成30年度地域住民の認知症理解促進事業（愛知県）

http://www.ninchisho-cafe.pref.aichi.jp/

〒477-0034　東海市養父町北堀畑58-1
TEL： 0562-33-7048 FAX：0562-33-7102
　　応募・問合せ Mail：cafe@yupia.net（担当：国井）

　　 まだ認知症カフェをご存じない？
そんな方も、この会に参加すれば認知症カフェ
博士になれちゃいます！
県内のいろんな認知症カフェが一堂に集まるこ
の機会に、認知症のこと、認知症カフェのこと、
みんなで話し合いましょう！

「認知症カフェ紹介シンポジウム」
様々なタイプの認知症カフェの特徴を探ります。
協力： ほっとカフェじょうさい、カフェさんぽみち、
 シングル介護者交流会

「これってもしかして認知症…？」
「認知症がわからない…」
そんな不安に、なるほど！ガッテン！

交流会（ワールド・カフェ）

パネル展示

● 様々な自主企画（裏面をご参照ください）
● 名古屋市内の認知症カフェ紹介動画上映
● 認知症介護経験者とのゆるやか座談コーナー
　（専門職の方や学生さんもお気軽にどうぞ）
● 認知症介護相談コーナー
● 各種ツール紹介コーナー
● 寄せ書きコーナー

その他
シンポジウム

担当者と交流できる「交流時間」もあります。
愛知県内の認知症カフェ大集合！

講　演

ご近所さんや運営者、当事者の方、認知症カフェを知らな
かった方など、みんなでいろんな立場から話し合ってみませ
んか。
13:00-14:30
 交流会1　行きたくなる認知症カフェってどんなところ？
 交流会2　認知症カフェのこと、どうやって伝えたらいいんだ

ろう？
14:50-16:20
 交流会3　自分やその人に合った認知症カフェって？
 交流会4　認知症カフェが地域の中でより身近で役に立つ
 には？

藤田医科大学病院　
認知症・高齢診療科　教授（ ）

おや？

10:00～11:00

11:00～12:00



プログラム 自主企画の詳細

申込・参加方法

申込書（FAX　0562-33-7102）

氏　名

住　所 〒

携帯電話
（なければ連絡先）

メール

FAX

フリガナ

立場
01） 地域で認知症に関する活動に関わっている
02） 医療・介護専門職である（職種：　　　　　　　　　　　　　）
03） 認知症の家族を介護している（または、していたことがある）
04） 自身が認知症の診断を受けている
05） どれにもあてはまらない

認知症カフェについて
01） 今回初めて知った
02） 言葉を聞いたことはある
03） 行ったことがある
04） 手伝っている・手伝ったことがある
05） その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　　　）

空欄にご記入いただき、あてはまるものの番号に○をつけてください。

プログラムごとに定員が異なりますので、定員に達したプログラムは抽選とさせていただきます。

参加予定のプログラム
※座席を用意する目安として、現在の予定をお尋ねします。
　当日、別のところに参加することも自由にできます。
01） 全体会： ガッテン！！認知症
02） 全体会： 認知症カフェ紹介シンポジウム
03） 交流会１： 行きたくなる認知症カフェってどんなところ？
04） 交流会２： 認知症カフェのこと、どうやって伝えたらいい？
05） 交流会３： 自分やその人に合った認知症カフェって？
06） 交流会４： 認知症カフェが地域の中でより身近で役に立つには？
07） 自主企画： いつまでもこの町で
08） 自主企画： 「オレンジカフェ しのおかむら」活動紹介
09） 自主企画： 認知症カフェモデレーター講座
10） 自主企画： フラトレ
11） 自主企画： コスガ聡一さん＠なかまぁる「コッシーのカフェ散歩
 IN カフェサミット」

https://ninchisho-cafe.pref.aichi.jp/sanka.php

13:00～13:30　いつまでもこの町で
みんなで運動・みんなで笑おう・みんなで歌おう
「ほっとカフェじょうさい」に参加されている方と一緒
に音楽療法と笑いヨガを行います。

13:35～14:05　「オレンジカフェ しのおかむら」活動紹介
たのしいイラストや分かりやすい写真で、「オレンジカ
フェ しのおかむら」の様子を紹介します。

14:10～14:40　認知症カフェモデレーター講座
認知症カフェ読本や認知症カフェ企画・運営マニュア
ルの著者でもある認知症介護研究・研修仙台センター
主任 矢吹先生の開催する認知症のカフェモデレーター
講座のご案内です。第1回は仙台センター、第2回は東
京（在日オランダ大使館）にて3月開催予定です。

14:45～15:15　リハニティーカフェ　フラトレ
フラダンスを使った認知症予防「フラトレ」をご紹介し
ます。実際に体験して頂けます。（スマイリング リハニ
ティー Sボランティアサークル）

15:20～16:20　コスガ聡一さん＠なかまぁる「コッシーの
　　　　　　　　　カフェ散歩 IN カフェサミット」

日本で一番認知症カフェをまわったであろうフリー
ジャーナリストであるコスガ聡一さんと、国内でも先駆
けとなる認知症カフェを立ち上げた武地一先生のフ
リートーク。

以下をFAXするか、ホームページのWebフォームからお申し
込みください。
開催数日前に整理券をお送りします。当日は整理券
を5階受付にお出しください。資料をお渡しします。
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