
 

 

 

 

【認知症カフェとは】 

認知症の方を地域で支援していく人と人が出会いつながるところ・・・ 

 

認知症カフェとは、認知症の方とその家族や地域の方など、誰でも集える場所です。 

ほっと一息つきながら、参加者同士が気軽におしゃべりをしたり交流を楽しむ場です。 

会場は介護施設の共有スペースや個人宅、カフェなど様々です。 

認知症に関する情報交換をしたり、相談することもできます。 

カフェによって、様々なアクティビティを行っているところもあります。 

             

 

 

 

 

 

 

 

ごあいさつ 

北部圏域若年性認知症の方と家族のつどい「せせらぎの会 （以下つどい）」は，宮城県北部保健福祉

事務所，大崎市，栗原市，加美町，色麻町，美里町，涌谷町２市４町と共催し２ヶ月に１回開催している

会です。 

新型コロナウィルスの影響により，行動にも注意を求められている日々が続いておりますが，みなさん

お元気でしたでしょうか。 

今年度も，年５回の計画を予定しておりましたが，６月に第１回目のつどいを開催してから，その後新

型コロナウィルスが各地で蔓延しているため，会を楽しみにされていた皆様には残念なお知らせとなりま

したが，第２回目に予定していた 8 月開催は中止の判断とさせていただきました。 

 今回，せせらぎ通信の発行にあたり，皆様の身近な地域の中でも，同じように悩みを抱えて生活をされ

ている方々が交流を持てる場所や，気軽に相談に立ち寄れる場所がございますのでその活動のご紹介を掲

載したいと思います。是非ご覧いただければと思います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

次回せせらぎの会のお知らせ 

開催予定日：10 月２２日（土） 

開催時間：10 時から 12 時まで 

場所：栗原市市民活動支援センター 

※感染状況により会を中止とする場合がございます 

北部保健福祉事務所高齢者支援班 HPをご覧ください 

 

 

 

 

 

 

 

 

作成：宮城県北部保健福祉事務所 大崎市高齢介護課 栗原市介護福祉課 加美町地域包括支援センター  

色麻町地域包括支援センター 涌谷町地域包括支援センター 美里町地域包括支援センター 

 

 

 
 



 

 

 

 

日頃抱えている気持ちや疑問などなんでも語り合える介護者同志の交流会を開催しています。 

認知症の方や介護している方など、どなたでも気軽に参加いただけます。 

お互いの気持ちを語らい分ち合うことで心を軽くしてみませんか？  

ぜひ気軽にお立ち寄りください。 

 

★開催月日：午前 9 時 30 分～11 時３０分 

① 6 月 8 日(水) ② 9 月 7 日(水) 

③12 月１4 日(水) ④ 3 月  8 日(水)  

★場  所：中新田福祉センター相談室 

★内  容： 家族同志の語らいの他に、介護に役に立つミニ講話も行います。 

  

 

              

 

＜色麻町オレンジカフェ＞ 

 オレンジカフェは、みんなでお茶を飲みながら、認知症に関する話題や認知症になった家族を介護する際の経験

談など語り合える場所です。どなたでも参加でき役場前の誰もが分かる空屋を活用し開催しています。主催は色麻

町商工会女性部が行い、立ち上げから運営まで町でバックアップしています。参加人数はけして多くはないですが、

認知症介護を終えた方も継続して参加してくれています。コロナ感染症により、定期的な開催ができなくなってし

まい状況をみて、その都度広報にて開催のお知らせをしています。「今月はないの？」「行くからね」など、楽しみに

待っていてくれる人がいることが活動の力になると商工会女性部代表者は話しています。代表は「ここにこれない

人が沢山いるはず。よければこちらから訪問して話しを聞いたりできたらいいな」と話されており、そのような活

動を町としてはバックアップし、また、認知症の方本人が立ち寄れる場所になるような周知活動など引き続き支援

していきたいと思っています。           

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

色麻町 

加美町 

認知症カフェ「おれんじサロン輪和

話」」は現在、休止中です。開催の際

には、改めてお知らせします。 

 

申込・問合せ先 加美町地域包括支援センター 

電話 ０２２９－６３－３６００ 

Fax ０２２９－６３－３６４６ 



 

栗原市内に８か所の認知症カフェがあります。詳細は、各カフェにお問い合わせください。 

名  称（※：休止中） 場     所 問い合わせ 

オレンジカフェ ひよっこ 金成片馬合根岸 111-1 0228-44-2046（代表：小野寺） 

オレンジカフェ『どんぐり』 花山字本沢合道 46-5 湖畔のみせ旬彩  090-2991-3251（代表：佐々木） 

おれんじかふぇ「こっから」 鶯沢南郷下日照 75 風和の郷 0228-24-8512 

オレンジカフェ 六日町  栗駒岩ケ崎六日町 21-2 居宅介護支援事業所りつわ 0228-49-1565 

オレンジカフェ いちごの花 志波姫新沼崎 187-1 コミュニティカフェ ル・リアン 090-8252-6669（代表：佐々木） 

オレンジカフェ ケア★スタ※ 金成中町西裏 15-4 デイサービス ケアスタ中町 0228-24-8456 

こもれびカフェ 清水沢※ 栗駒八幡清水沢 66-1 グループホーム清水沢 0228-45-6305 

オレンジカフェ 『アクア』※ 高清水影の沢 38-35 居宅介護支援事業所アクトプラン 0228-24-8870 

 

市内各地域で、介護相談会、介護者家族のつどいを開催しています。詳細は、各地域包括 

支援センターにお問い合わせください。どなたでもお気軽にご参加下さい。 

名      称 担     当 問い合わせ 

築館・志波姫地域包括支援センター 築館・志波姫地区 0228-24-8080 

若柳・金成地域包括支援センター 若柳・金成地区 0228-42-3233 

栗駒・鶯沢地域包括支援センター 栗駒・鶯沢地区 0228-45-2471 

瀬峰・高清水地域包括支援センター 瀬峰・高清水地区 0228-59-3861 

一迫・花山地域包括支援センター 一迫・花山地区 0228-52-2110 

 

 

 

              

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

        

 

 
 

家族介護教室及び 

家族介護者交流 

１０月１４日（金） 

以降，月 1回開催 

時間：１０：００～ 

会場：吉野作造記念館 

介護の実際を学んだり，話

をしてホッとしたりできる

場になっています。 

栗原市 

本人やその家族が立ち寄って話せる場に，地域の人も

専門職も皆で集えるオレンジカフェ【認知症カフェ】 

 

【田尻】本人も家族も立ち寄れる場に。 

令和 4 年 10 月 18 日（火） 

会場：大崎市田尻スキップセンター 

 

【古川】皆さん楽しみにしている 

ギター演奏！「としょカフェ」 

令和５年 1 月 14 日(土)13~15 時  

会場：大崎市図書館 

【玉造】大崎市民病院岩出山分院・

鳴子温泉分院で 

オレンジカフェ通信の展示 

 
【志田】アルツハイマーデーにあわせ

てオレンジパネル展の展示 

大崎市 



 

 

    
美里町では、「みさと・こころカフェ」を開催しています。どなたでも自由に参加できる  

場所です。 

「物忘れや認知症」、「健康づくりや介護予防」、「介護保険サービス」のことなどについて相談、    

情報交換してみませんか❔ 

地域包括支援センターや町内の介護サービス事業所の専門職、認知症サポーターなどがお待ちしています。 

事前の申し込みは不要です。途中からの参加も可能です。まずは気軽にお立ち寄りください。 

【開催日】 

 

 

問合せ先：美里町地域包括支援センター ☏０２２９－３２―２９４４ 

 

 

 

★認知症カフェ 愛称は「さくらカフェ」です 

認知症の人やその家族、地域の方、介護や福祉の専門職など、誰でも気軽に集える

場所として開催しています。参加者同士の交流をはじめ、専門職への個別相談や認知

症に関する講話などを実施していますので、お気軽にご参加ください。 
 
開 催 日 10 月 28 日、12 月 23 日、2 月 17 日 

時 間 10 時 00 分～11 時 30 分 

会 場 涌谷町高齢者福祉複合施設ゆうらいふ 

参 加 費 100 円 
 

認知症カフェに関する問い合わせ先 涌谷町社会福祉協議会 ☏0229-43-6661 
 

★「予防」「共生」「啓発」に向けて、様々な取り組みを行っています
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

認知症施策に関する問い合わせ先 涌谷町福祉課包括支援班（地域包括支援センター） ☏0229-25-7903

日 程 時 間 場 所 

10 月 20 日（木） 10：00～11：30 
中埣コミュニティセンター 

※ケアマネジャーによる講話 

11 月 11 日（金） 10：00～11：30 北浦コミュニティセンター 

12 月 14 日（水） 10：00～11：30 本小牛田コミュニティセンター 

令和５年 

1 月 19 日（木） 
10：00～11：30 

中埣コミュニティセンター 

※ケアマネジャーによる講話 

令和５年 

2 月 10 日（金） 
10：00～11：30 北浦コミュニティセンター 

美里町 

涌谷町 
～認知症になっても住み慣れた地域で安心して暮らせる町を目指して～ 

 

 

チラシやケアパス（冊子）の配付、公民館図書室に認知症関連図書 

コーナーの設置、小中学校・高校への認知症関連図書の貸出 等 

遠田商工会や涌谷高校等で 

認知症サポーター養成講座を開講 

 


