
TEL （098）943-4085　FAX （098）943-4702 〒901-2202  沖縄県宜野湾市普天間1-9-3
新オレンジサポート室

（宜野湾市地域包括支援センター ふてんま内）

電話相談後、個別に対応し内容を把握する。1 回の面談時間は 30 分～ 1 時間
以内とする。平日のみ対応。祝祭日は対応できない。

電話相談後、電話では対応できない先に、訪問し相談に応じる。日曜、祝祭日
は相談により対応する。
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 沖縄県若年性認知症支援推進事業

事業内容 対象者 方　法

相談対応

支援者
研修会

若 年 性
認 知 症
本 人
介護家族
交 流 会

支援者
専門職

本人と家族

専用  098-943-4085電   話

メール

訪   問

来   所

eodjyak@gmail.com

予約制

予約制

詳　　細
本人、家族、若
年性認知症の
人が利用して
いる関係機
関、若年性認
知症の人を雇
用する企業等

日 程   13 時～15 時 内　容 場  所 備　考

内　容 場　所 備　考

内　容 場　所 備　考

 2019年４月

2019年５月

2019年６月

2019年７月

2019年８月

2019年９月

2019年10月

2019年11月

2019年12月

2020年１月

2020年２月

2020年３月

20 日（土）

18 日（土）

15 日（土）

20 日（土）

17 日（土）

21 日（土）

19 日（土）

16 日（土）

21 日（土）

18 日（土）

15 日（土）

21 日（土）

第１回若年性認知症カフェ

第２回若年性認知症カフェ

第３回若年性認知症カフェ

第４回若年性認知症カフェ

第５回若年性認知症カフェ

第６回若年性認知症カフェ

第７回若年性認知症カフェ

第８回若年性認知症カフェ

第９回若年性認知症カフェ

第10回若年性認知症カフェ

第11回若年性認知症カフェ

第12回若年性認知症カフェ

2019
年度
　この事業は、孤立しやすい若年性認知症の本人と介護家族がお互いに支え合うことのできるネット
ワークを構築するとともに、研修開催、ハンドブックやリーフレットを活用することで若年性認知症
に関する理解の促進・普及啓発を行い、若年性認知症施策を推進することを目的としています。

■平日（月 ～ 金）９時 ～ １7時　■土日祝祭日、年末年始 12/28 ～ 1/3は休み

連休や研修等で休みが続く際、急ぎの際には、平日内で電話にて連絡を促す。

無料

■要申し込み　氏名と所属先、連絡先を記入し、
　ＦＡＸ（098－943－4702）でお申込み下さい。
申し込み先：新オレンジサポート室宛て
　※ＦＡＸ環境のない方は
　　電話（098－943－4085）お問い合わせ下さい。
申し込み締め切り：開催日の 3日前まで

・送迎はございません。また旅費等の補助はございません。
・参加費用は頂きませんが、お茶程度の飲食となります。

定員
10組

（20名程）

名護中央公民館
２階  小ホール
（名護市港 2丁目 1-1）

■要申し込み
申し込み方法：FAXのみ受付
専用の用紙あり。用紙がない場合は、参
加開催地区を明記したうえで、氏名・所
属先・連絡先を記入し、
　新オレンジサポート室
　ＦＡＸ：098-943-4702 まで申し込み
　下さい。
申し込み開始：2019 年 4月1日
申し込み締め切り：各地開催日の前日ま
で申し込み受け付けます。
※台風による中止のお知らせは、開催日
　前日に申込者のみへ電話でお知らせし
　ます。申込時は必ず連絡先を記載お願
　いします。
当日の内容：テキストのハンドブック並び
　にガイドブックに沿って（現状・医療・
　仕事・制度・子ども・車・生活・相談
　窓口について）、説明し注意事項等を
　お伝えします。
テキスト：「本人家族のための若年性認知
　症支援ハンドブック第二版」と「支援
　者のための若年性認知症支援ガイド
　ブック」を当日配布致します。

北部地区開催

石垣市健康福祉センター
（石垣市字登野城 1357-1）八重山地区開催

伊利原老人福祉センター
（宜野湾市伊佐 4-3-17）中部地区開催

沖縄県総合福祉センター
ゆいホール
（那覇市首里石嶺 4-373-1）

南部地区開催

ちゃたんニライセンター
カナイホール
（北谷町字桑江 467-1）

中部地区開催

平良港ターミナルビル
研修室　大研修室
（宮古島市平良字下里　
　　　　　　　   108-11）

宮古地区開催

一般向け
講  演  会 すべての方

■委託：沖縄県　■受託：特定医療法人アガペ会　■受託期間：2019 年 4 月 1 日～ 2020 年 3 月 31 日

※開催当日、台風強風域に入りましたら中止となることがあります。その際の連絡方法は、事業ホームページ（特定医療法人アガペ会 H P 内）となります。

■お問い合わせ：特定医療法人アガペ会 新オレンジサポート室　平成31年度（2019年度）沖縄県若年性認知症支援推進事業

沖縄県総合福祉センター
（那覇市首里石嶺町　　
　　　　　  　4-373-1）

■要申し込み
申し込み方法：電話 080-6498-7367
まで氏名・希望時間・連絡先をお知らせ下さい。
申し込み期間：
　７月 1日（月）～７月 10日（水）
　（平日9時 ～ 17 時）
※定員に達し次第締め切ります。
※台風による中止のお知らせは、開催日前日に
　申込者のみへ電話で知らせします。

若年性認知症講演会
「VR疑似体験　当事
者の体験を学ぶ」

日　程
 2019年８月 ３日（土）

午前、午後２回開催

■午前の部

　10時～12 時
　受付開始 9:45

■午後の部

　14 時～16 時
　受付開始 13:45

日　程

 2019年４月

19 日（金）

　14 時～ 16 時
　受付開始 13:50

 2019年５月

17 日（金）

　13 時～ 15 時
　受付開始 12:50

 2019年６月

24 日（月）

　10時～ 12 時
　受付開始 9:50

 2019年５月

27 日（月）

　14 時～ 16 時
　受付開始 13:50

 2019年６月

11 日（火）

　14 時～ 16 時
　受付開始 13:50

 2019年６月

14 日（金）

　15時～ 17 時
　受付開始 14:50



■お問い合わせ先：特定医療法人アガペ会　新オレンジサポート室　TEL：098-943-4085

※この用紙１枚をＦＡＸ送信して下さい

送信先：098-943-4702

平成 31年度（2019 年度）沖縄県若年性認知症支援推進事業

次の開催について申し込み致します。  

●若年性認知症本人家族交流会（若年性カフェ）

※参加希望日　 　　年　　　月　　　日（土）

●支援者研修会   チエックをおねがいします。 

□本島北部地区　2019年４月19日（金）会場：名護中央公民館

□八重山地区　　2019年５月17日（金）会場：石垣市健康福祉センター

□本島南部地区　2019年５月27日（月）会場：沖縄県総合福祉センター

□本島中部地区　2019年６月11日（火）会場：北谷町カナイホール

□宮古地区　　　2019年６月14日（金）会場：平良港ターミナルビル　

□本島中部地区　2019年６月24日（月）会場：伊利原老人福祉センター

参加申し込み共通用紙

申し込み者

ご氏名：

所属（お立場）又は職種：

連絡先：電話番号（必須） ※定員オーバーの際並びに台風による中止の際に連絡致します。

※参加希望日（会場）を必ず選び記入して下さい


