
【　沖縄県　】

　

○ イベント、ライトアップ等の実施予定

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 沖縄県 嘉手納町 9月 その他
嘉手納町ホームページにおいて、アルツハイ
マー月間の周知とともに認知症に関する相
談窓口の周知を行う。

福祉課地域包括
支援係

098-956-0849

2 沖縄県 那覇市 8月31日～9月30日 展示

市役所内での認知症の理解を深めるパネル展
示、リーフレットを配布。各包括内での掲示、医療
機関や金融機関、企業等へ呼びかけ協力の得ら
れた機関でのパネル展示・ポスター掲示。

ちゃーがんじゅう
課包括的支援事
業グループ

098-862-9010
委託している地域包括支援
センター18か所でも実施

3 沖縄県 那覇市 9月1日～30日 図書館の活用
認知症に関連する書籍の紹介とパネル展
示。

ちゃーがんじゅう
課包括的支援事
業グループ

098-862-9010
中央図書館では、クイズも実施。
包括が主体となり、公民館・図書館や人
材育成センター内の図書館分館での実施

4 沖縄県 那覇市 9月1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

オレンジガーデニングの実施。包括の玄関等
で花を置く、種を配布し、庭や公園に植えて
もらう等

ちゃーがんじゅう
課包括的支援事
業グループ

098-862-9010

5 沖縄県 うるま市 9月2日 テレビ・ラジオ
ＦＭうるま放送局で月間中に行われるうるま
市での取組紹介や地域包括支援センターの
紹介,ＳＯＳネットワークなどのお知らせ

介護長寿課
支援係

098-973-5112
地域包括支援センターの認知症地域支
援推進員2名が出演

放送日程のチラシを各自治
会へ配布

6 沖縄県 うるま市 9月6日～30日 図書館の活用 認知症関連本の紹介
介護長寿課
支援係

098-973-5112
うるま市内3か所の図書館で実施
当事者が書いた本などの紹介

7 沖縄県 うるま市 9月中 その他
オレンジガーデニングプロジェクトの啓発と参
加をＳＯＳネットワーク捜索協力機関120団体
へ呼びかけ。

介護長寿課
支援係

098-973-5112

賛同した自治会、学校、事業所等で取り
組んでいる。
地域包括支援センターの認知症カフェで
取組む

自治会(1か所）→ペットボトル
キャップを利用したオレンジ
の花を作成　学校→農林高
校が賛同
事業所（1か所）→認知症デイ

8 沖縄県 うるま市 9月14～28日 展示 庁舎内でパネル展示
介護長寿課
支援係

098-973-5112
地域包括支援センターの紹介。認知症関
連事業の紹介

9 沖縄県 うるま市 9月20日～22日
相談会・体験会・交

流会
庁舎のパネル展示会場でもの忘れ相談室を
開催

介護長寿課
支援係

098-973-5112
7か所の地域包括支援センターから認知
症地域支援推進員が当番制で対応

10 沖縄県 うるま市 9月中 広報誌掲載 うるま市広報で9月開催の取り組みを紹介
介護長寿課
支援係

098-973-5112

11 沖縄県 うるま市 9月中 SNS
うるま市ホームページ・ラインに9月開催の取
り組みを掲載

介護長寿課
支援係

098-973-5112
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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

12 沖縄県 浦添市 9月1日～7日
相談会・体験会・交

流会

認知症初期集中支援チーム員にて認知症セ
ルフチェックリストを用いた「もの忘れ相談
会」を実施。

いきいき高齢支
援課在宅支援係

098-876-1292
チーム員が交代で相談対応。予約不要・
相談無料で開催します。

13 沖縄県 浦添市 9月1日～8日 展示

（庁舎内でパネル展示）認知症に関するも
の・初期集中支援チームや認知症カフェ等の
案内。SOS見守りネットワークや救急キット・
包括支援センターの紹介。

いきいき高齢支
援課在宅支援係

098-876-1292
認知症に関するパネル展示。その他、社
会資源等も展示します。

14 沖縄県 浦添市 9月14日～28日 図書館の活用
市立図書館にてポスター掲示・認知症に関
する本の紹介。

いきいき高齢支
援課在宅支援係

098-876-1292
図書館エントランスにて認知症に関する
書籍のコーナーを設置します。

15 沖縄県 浦添市 ９月
ポスター掲示・懸
垂幕・のぼり旗

庁舎内・包括支援センター（5ヶ所）にポス
ター・リーフレット（認知症の人と家族の会発
行）の展示、配布。

いきいき高齢支
援課在宅支援係

098-876-1292
方か支援支援センター職員にて自治会等
に出向き広報やポスター掲示をします。

16 沖縄県 浦添市 9月 広報誌掲載

9月号広報誌に世界アルツハイマーデー及
び月間の取り組みについて紹介し、認知症
について普及啓発。庁舎内デジタルサイネー
ジの活用。

いきいき高齢支
援課在宅支援係

098-876-1292

17 沖縄県 浦添市 9月 SNS
市HP、LINE、Twitter、Facebookでのイベント
周知。

いきいき高齢支
援課在宅支援係

098-876-1292

18 沖縄県 糸満市 9月1日～30日 図書館の活用

糸満市立図書館にて関連図書特集を9/1～
9/12に開催
9/13～9/30まで関連図書併せて認知症に関
するパネル展を開催

介護長寿課包括
支援係

098-840-8114

19 沖縄県 糸満市 9月8日 認知症カフェ
糸満市立図書館にて認知症オープンカフェを
開催。歯科衛生士による『認知症の方への
口腔ケア』講演会を開催

介護長寿課包括
支援係

098-840-8114

20 沖縄県 糸満市 9月21日
認知症サポーター

養成講座
糸満市立図書館にてサポーター養成講座を
開催。

介護長寿課包括
支援係

098-840-8114

21 沖縄県 読谷村 9月12日～22日 展示 認知症について理解を深めるパネル展示
福祉課
地域包括支援セ
ンター係

098-982-9234
認知症サポーター養成講座を受けた読谷
高校３年生が作成した壁新聞も展示しま
す。

新型コロナウイルス感染症拡
大の状況によっては、開催を
中止する場合もございますの
で、ご了承ください。

22 沖縄県 北中城村 9月21日～30日 展示
認知症に関するパネル展示、パンフレット配
布、相談窓口の周知等
（北中城村役場第２庁舎１階エントランス）

北中城村地域包
括支援センター

098-935-5922
認知症についての情報や相談窓口
等支援機関の紹介をします。

23 沖縄県 名護市 ９月13日～25日 展示
認知症について理解を深めるパネル展の開
催（名護市役所、イオン名護店、久志区）

介護長寿課
包括支援係

０９８０－４３－００２２ 認知症疾患医療センターと共催
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都道府県 県市区町村
実施（予定）

期間・日
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24 沖縄県 名護市 ９月号 広報誌掲載
市広報誌へ認知症に関する事業紹介と相談
窓口の掲載

介護長寿課
包括支援係

０９８０－４３－００２２

25 沖縄県 名護市 ９月 テレビ・ラジオ
ラジオ放送を活用し、認知症に関する相談窓
口の紹介や脳トレを実施

介護長寿課
包括支援係

０９８０－４３－００２２

26 沖縄県 名護市 ９月 その他
大型電光掲示板を活用し認知症に関する情
報と相談窓口の掲載

介護長寿課
包括支援係

０９８０－４３－００２２ 認知症疾患医療センターと共催

27 沖縄県 本部町 9月12日～10月14日 展示
庁舎町民ホールにて認知症の理解を深める
ためのパネルを展示、パンフレットの設置、
認知症に関する本の展示

本部町地域包括
支援センター

0980-43-0565

認知症の種類と特徴、症状や対処方法につい
て、町事業・相談窓口等の紹介をします。
包括職員がオレンジ色のスタッフポロシャツを
着用し月間を周知します。

28 沖縄県 本部町 9月29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
（庁舎会議室）

本部町地域包括
支援センター

0980-43-0565

29 沖縄県 本部町 8月、9月 広報誌掲載
町広報誌に世界アルツハイマー月間の周知
記事掲載

本部町地域包括
支援センター

0980-43-0565

30 沖縄県 石垣市 9月6日～16日 図書館の活用
認知症に関する理解促進と知識の普及啓発
のためのパネル展示

介護長寿課
地域包括支援セ
ンター

0980-84-3333

31 沖縄県 石垣市 9月20日～30日 グッズ・チラシ配布
認知症の理解を深めるためのリーフレットを
配布

介護長寿課
地域包括支援セ
ンター

0980-84-3333

32 沖縄県 石垣市 9月20日～30日
ポスター掲示・懸
垂幕・のぼり旗

認知症に関する理解促進と知識の普及啓発
のためのパネル展示

介護長寿課
地域包括支援セ
ンター

0980-84-3333

33 沖縄県 宜野湾市 9月6日～8日 展示
宜野湾市役所１階ロビーにて、認知症の人
からのメッセージ動画公開、認知症サポー
ター養成講座、認知症カフェの紹介等

介護長寿課
長寿支援係

098-893-4411
認知症に関することを誰でも自由に
書き込める自由ノート記載コーナーが
あります。

34 沖縄県 宜野湾市 9月1日～30日 図書館の活用
宜野湾市民図書館、中央公民館図書室にお
いて、認知症の本コーナー設置。

介護長寿課
長寿支援係

098-893-4411
図書館（室）にある認知症や介護に
関する書籍を集めた「特設コーナー」
を設置します。

35 沖縄県 宜野湾市 9月21日
認知症サポーター

養成講座
見守りおかえりサポーターとして登録してい
る企業に対し実施。

介護長寿課
長寿支援係

098-893-4411
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都道府県 県市区町村
実施（予定）

期間・日
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担当者からの一言コメント（任意） 備考

36 沖縄県 宜野湾市 9月1日～30日
ポスター掲示・懸
垂幕・のぼり旗

地域包括支援センター４か所で事務所を認
知症の人やその家族の方を応援するカラー”
オレンジ”で装飾。来所者へ月間のPRを行
う。

介護長寿課
長寿支援係

098-893-4411
認知症の相談や認知症タッチパネル
体験が出来ます。

37 沖縄県 宜野湾市 9月21日 その他

介護長寿課、地域包括支援センターの職員
が、オレンジリングの装着や”オレンジ”を衣
服やアクセサリーに取入ることで、認知症へ
の関心を高める。

介護長寿課
長寿支援係

098-893-4411

38 沖縄県 宜野湾市 ９月 広報誌掲載
市報へ「アルツハイマーデー、アルツハイ
マー月間について」とのタイトルで認知症の
啓発普及と期間の取組を掲載。

介護長寿課
長寿支援係

098-893-4411

39 沖縄県 宜野湾市 ９月 SNS
市公式ラインへ「アルツハイマーデー、アルツハイ
マー月間について」とのタイトルで認知症の啓発
普及と期間の取組を掲載。

介護長寿課
長寿支援係

098-893-4411

40 沖縄県 八重瀬町 9月20日～22日 展示
町役場の町民ホールを会場に、アルツハイマー型
認知症・その他認知症に関しての資料展示、相談
受付等

社会福祉課
地域包括支援ｾﾝ
ﾀｰ

098-998-9598

41 沖縄県 八重瀬町 9月20日～22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

（オレンジガーデニング）町役場の町民ホール来
場者へ認知症に関するアンケートを実施し、回答
者にマリーゴールドの苗を配布

社会福祉課
地域包括支援ｾﾝ
ﾀｰ

098-998-9598

42 沖縄県 与那原町 9/20-22
相談会・体験会・交

流会
コグエボ体験、どこシル啓発、リーフレット設
置

福祉課 098-945-1525
認知症予防関係ポスターを作成し、役場
ロビーに掲示。チラシ・リーフレットの設
置。ロビーや相談室で体験会を実施。

43 沖縄県 沖縄市 9月15日～22日 展示
世界アルツハイマー月間
～認知症普及啓発パネル展～

介護保険課
地域支援担当

098－939-1212
（内線：3091）

認知症に関する情報を展示します
本人の声や家族の気持ち
を聴いて、展示します

44 沖縄県 沖縄市 9月15日～22日 展示
世界アルツハイマー月間
～オレンジ色の写真展～

介護保険課
地域支援担当

098－939-1212
（内線：3091）

オレンジ色の物や花、笑顔などの写
真を集めて展示します

45 沖縄県 琉球大学病院 9月30日 講演会・研修
【医療・福祉従事者対象】家族信託を知る～
加齢や認知症に備えるために～

098-895-1765
琉球大学病院
認知症疾患医療センター

46 沖縄県 琉球大学病院 11月18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（オンライン開催）

098-895-1765
琉球大学病院
認知症疾患医療センター

47 沖縄県 宮里病院 9月20日～22日 展示
認知症についての理解を深めるパネルの展
示と相談窓口の案内

0980-53-7771
認知症疾患医療センター、地域包括
支援センター、家族会協働で啓発を
行います

宮里病院
認知症疾患医療センター
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