
2022年度「家族の会」支部・関係団体ライトアップ等の一覧 
 （2022年7月27日現在） 

新 支部名 イベント ライトアップ地点 

 北海道 
ライトアップ 

コンサート 
幣舞橋 

 青森 ライトアップ 

むつ市安渡館展望台 

マエダアリーナ 

旧制木造中学校講堂 

八戸市総合保健センター 

 岩手 ライトアップ 遠野市宮守町の「めがね橋」 

 宮城 ライトアップ 石ノ森萬画館 

 山形 ライトアップ 

山形県郷土館「文翔館」 

上山城9/17～9/23 

旧米沢高等工業学校本館9/1～30 

 福島 ライトアップ 東北電力・鶴ヶ城はじめ他２０か所程度 

 茨城 ライトアップ 
茨城県水戸芸術館 

牛久シャトー日本遺産 

 栃木 ライトアップ 宇都タワー（9/17～9/23） 
 埼玉 ライトアップ 秩父公園橋 
 千葉 ライトアップ 千葉市ポートタワー（1週間程度） 

 神奈川 ライトアップ 

神奈川県庁 

横浜開港記念会館 

コスモクロック 

江の島シーキャンドル 

 富山 ライトアップ 

富山県庁前 

環水公園 

富山城（例年通り） 

 福井 

ライトアップ 

オレンジハート

運動 

一乗谷朝倉氏遺跡 

 山梨 
ライトアップ 

点灯式 

甲府駅前信玄公像 

山梨県庁別館 

商業ビルココリ 

 岐阜 ライトアップ 多治見市駅前庁舎 

 静岡 ライトアップ 

東名高速道路富士川ＳＡ（上り）の大観覧車フジスカイビュー 

三島市スカイウォーク 

沼津港大型展望水門「びゅうお」 

浜松城 

 愛知 ライトアップ 

愛知県庁 

名古屋市庁舎 

大府市役所庁舎 

野間灯台 

岡崎市 殿橋 

津島市民病院 

中部電力MIRAITOWER 

 三重 ライトアップ 七里の渡跡の鳥居 

 京都 ライトアップ 
京都タワー 

京都府庁 



京都市役所 

京都市京セラ美術館 

 大阪 ライトアップ 
万博公園太陽の塔 

 

 奈良 ライトアップ 
奈良市庁舎（9/18～22） 

朱雀門（9/21） 

 和歌山 ライトアップ 

ビックホエール 

観光・地域交流センターいなむらの杜 

南和歌山医療センター、もう一か所未定 

 鳥取 
ライトアップと

イベント 

JR鳥取駅前広場 

米子コンベンションセンター 

 島根 ライトアップ 島根県芸術センターグラントワ 

 岡山 ライトアップ 
国分寺五重塔（総社市）  

井原駅（井原市） 

 広島 ライトアップ 広島城 

 山口 ライトアップ 

下関市 海峡メッセ、 

山口市 瑠璃光寺五重塔 

萩市 萩金谷天満宮 

岩国市錦帯橋 

 徳島 ライトアップ 徳島県立中央病院 

 愛媛 ライトアップ 

愛媛県庁 

宇和島城 

川之江城 

西条市庁舎 

 高知 ライトアップ 高知城（9/21） 

 福岡 ライトアップ 

福岡タワー（15分点灯） 

旧福岡県公会堂貴賓館（天神中央公園） 

博多ポートタワー 

北九州市モノレール橋脚・橋桁ほか（小倉駅前交差点・平和通り交

差点） 

筑後川 昇開橋 

苅田町図書館 

 佐賀 ライトアップ 佐賀大学美術館 

 長崎 ライトアップ 

 長崎市稲佐山テレビ電波塔（9月19日～23日） 

佐世保市ハウステンボスドムトールン（9月19日～23日） 

大村市大村公園内板敷櫓,ボートレース大村広告塔,大村市民交流プ

ラザ（9月19日～23日） 

諫早駅,諫早公園内めがね橋（9月19日～23日） 

雲仙市千々石町釜蓋城、平戸市平戸城（9月19日～23日） 

 熊本 ライトアップ 
熊本城 

サクラマチクマモト 

 宮崎 ライトアップ 宮崎県庁 

 鹿児島 ライトアップ 鹿児島中央駅他 

 行政 
オレンジリング

ドレスアップ 
関係省庁 

 企業 ライトアップ 損保ジャパン本社ビル 

 合計 ライトアップ105ヶ所 

 



2022年度世界アルツハイマーデー記念講演会計画一覧

支部名 日 曜日 時 会場 講師 肩書 演題 参加予定人数 参加費

北海道 9月11日 (日) 13:00～15:00 様似町 北海道支部事務局長他 認知症本人と家族の思い 50 無料

青森県 中止 中止

岩手県 9月23日 (金) 13:30～15：30 陸前高田市　シンガポールホール 若生栄子 「家族の会」宮城県支部代表 未定 80 無料

宮城県 11月12日 (土) 13:00～16：00 仙台市シルバーセンター交流ホール 調整中 300 無料

秋田県 中止 中止

山形県 中止 中止

福島県 10月22日 (土) 13:30～15：30
いわき市産業創造館（ライブ）6F企画展
示ホール

未定 100 無料

茨城県 10月30日 (日) 13:00～15：30 ヒロサワ・シティ会館小ホール 新井平伊
順天堂大学名誉教授
アルツクリニック東京院長

未定 200 無料

栃木県 未定 未定

群馬県 9月18日 (日) 13:30～16：00 群馬県社会福祉総合センターホール 渡辺俊之 渡辺医院院長、精神科医 体験の語りと座談会：男性介護者の思いを知る 100 無料

埼玉県 9月19日 （月・祝） 13:30～16：00
シーノ大宮センタープラザ10階生涯学習
センター多目的ホール

下坂厚・菊地大輔・渡邊
雅徳

厚労省希望大使及び埼玉オレンジ大使
厚労省希望大使・埼玉オレンジ大使から伝えたいこ
と、及び当事者によるミニコンサート

100 無料

千葉県 10月7日 (金) 13：00～16：00 千葉県教育会館　大ホール 石飛幸三 芦花ホーム　医師 忘れても　あなたはあなたの　ままでいい 350 無料

神奈川県 9月19日 （月・祝） 13:00～15：30 県民共済プラザビル１階　みらいホール 映画上映「長いお別れ」 150 有料

新潟県 9月11日 (日) 13:30～15：30 新潟市総合福祉会館 宮崎　則男 新潟県介護福祉士会前会長 未来を拓く介護の現場 70 無料

富山県 9月18日 (日) 13:00～15：30 サンフォルテ大ホール 柏木　哲夫 淀川キリスト教病院理事長 いのちと生命 100 無料

石川県 9月25日 (日) 13:00～15:30 金沢市松ヶ枝福祉館 谷崎隆光 覚源寺住職 人生の苦について（仮題） 30 無料

福井県 9月18日 (日) 13：30～14：45 福井県繊協ビル10階ホール 下坂厚
認知症の本人
認知症の人と家族の会京都府支部

認知症の当事者とその家族だからこそ伝えられること
会場100
Zoom100

無料

山梨県 10月15日 (土) 未定 玉穂生涯学習館　視聴覚ホール 信友直子 映画監督 認知症が私たち家族にくれたギフト 90 無料

長野県 9月17日 (土) 13:00～15：30  松本市　キッセイホール  映画上映「ぼけますから、よろしくお願いします」 50 有料

岐阜県 9月23日 （金・祝） 13:00～15：30 OKBふれあい会館　大会議室 長谷川嘉哉
医師
医療法人ブレイングループ理事長

ボケ日和（仮） 130 無料

静岡県 10月16日 (日) 14:00～16：00
 アクトシティ浜松コングレス会議室( 52・
53・54)

新井 平伊 アルツクリニック東京院長 未定 130 無料

愛知県 9月25日 (日) 13:30～16：00 東海市芸術劇場 未定 未定 80 無料

三重県 9月11日 (日) 13：30～
三重県総合文化センター　レセプション
ルーム

吉田晋吾 大阪府支部　会員
～私があなたを覚えています～（私は私として生きて
いきたい）

会場50
Zoom50

無料

滋賀県 11月13日 (日) 13:30～15：30
 高島市安曇川ふれあいセンター　ふじの
きホール

松田　桜子 医療法人明和会琵琶湖病院　副院長 （仮題）　認知症のこれまでとこれから 100 無料

大阪府
9月23日～

24日
（金・祝～

土）
10:00～18：00 ドーンセンター  特別会議室 堀田聰子 慶應義塾大学大学院健康マネジメント研究科教授 認知症の人の移動支援（仮）

ハイブリッド180
名×2日（360

名）

一般2,000円
学生無料

兵庫県 9月24日 (土) 13:30～15：30 兵庫県立農業会館　大ホール 田口　明彦
公益財団法人神戸医療産業都市推進機構先端医
療研究センター脳循環代謝研究部長

海馬新生ニューロン活性化をターゲットにした、全く
新しい視点からの認知症治療法開発

120 無料

　（７月29日現在）

1



支部名 日 曜日 時 会場 講師 肩書 演題 参加予定人数 参加費

奈良県 12月10日 (土) 13:00～15：00 奈良市学園前ホ－ル 杉山孝博 医師 認知症フォ－ラム2022奈良 150～300 無料

和歌山県 9月25日 (日) 10:00～16：30
メディアアートホール  ・研修室（本人・家
族交流会）

山本 みかんの会
忘れてもあなたはあなたのままでいい
 映画「長いお別れ」

100 無料

鳥取県 10月1日 (土) 13：30～15：30 米子市 未定 未定 未定 100 無料

島根県 9月18日 (日) 13:30～15：30 パルメイト出雲 三橋良博 神奈川県支部世話人 若年性認知症の妻との日々 80 無料

岡山県 9月24日 (土) 13:30～15：30
県総合福祉・ボランティア・ＮＰＯ会館（き
らめきプラザ）

谷 都美子 日本介護美容セラピスト協会 代表理事 認知症と触れる力（仮） 100 無料

広島県 10月30日 (日) 13:00～16：00 府中市文化センター大ホール
1.松本一生
2.石田芳隆

1.医療法人圓生会　松本診療所委員長
2.福山・府中圏域　認知症疾患医療センター長

未定 300 無料

山口県 9月19日 （月・祝） 13:00～15：30 松陰神社　立志殿
1.阿部俊昭
2.陽 信孝
3.川井元晴

1.若年性認知症ご本人
2.前 萩金谷天満宮宮司，八重子のハミング著者
3.山口県支部代表世話人

若年性認知症とともに生きる 100 無料

徳島県 9月25日 (日) 14:00～16：00 グランヴィリオホテル徳島 調整中
会場60名

Zoom100名
無料

香川県 11月 未定 未定 未定 未定 実践で役立つこと 未定 無料

愛媛県 10月1日 (土) 13:30～16：00 松山市　総合福祉会館 谷向　知 愛媛大学看護学科教授 認知症とともに生きる 200 無料

高知県 10月9日 (日) 13:00～15：00 高知県教育会館高知城ホール 4F 前田　隆行 NPO法人町田市つながりの会 理事長 本人の想いと“社会参加”とBLG 160 無料

福岡県 11月13日 (日) 13:00～16：00 JR博多シティ９階会議室 川井元晴
「家族の会」理事、山口県支部代表
脳神経筋センターよしみず病院（山口県下関市）

「 認知症の治療と介護の最前線 」
会場50名
Zoom60名

無料

佐賀県 9月4日 (日) 13:30～15：30 アバンセ４階 橋本　学
独立行政法人国立病院機構　肥前精神医療セン
ター長

MCIについて 30 無料

長崎県 中止 中止

熊本県 10月8日 (土) 13:00～16：00 くまもと県民交流館パレア　パレアホール 松浦晋也 「母さん、ごめん。」作者 「誰もが直面する介護について」 150 無料

大分県①  9月24日 (土) 13:30～15：30 ウサノピア　大ホール 映画上映
「ぼけますから、よろしくお願いします。おかえり　お
母さん」

300 無料

大分県②  10月29日 (土) 13:00～15：00 中津市文化会館 映画上映 「長いお別れ」 200 無料

宮崎県 9月17日 (土) 13:30～15：30 ＪＡアズムホール　２Ｆ　大研修室 藤元ますみ 十全会けんなん病院　副院長 若年性認知症について 40 無料

鹿児島県 9月24日 (土) 13:00～15：30 青少年会館　1階 黒野明日嗣
社会福祉法人　高齢者介護予防協会かごしま理事
長・済生会鹿児島病院在宅推進室長

在宅医療の中で気持ちの和らぐケア 30 無料

沖縄県 9月19日 （月・祝） 13:00～15：00 北中城総合社会福祉センター 
1.新里勝則
2.喜屋武直子
3.仲里宏淳

1.認知症本人
2.認知症本人
3.進行役（「家族の会」沖縄県支部世話人）

認知症になって思う事(対談方式) 50 無料

小計（支部） 5,500

本部（京都） 9月25日 (日) 13:00～16：00 京都JAビル　B2階 堀田聰子 慶應義塾大学大学院 健康マネジメント研究科 教授 『認知症の人から見える世界』（仮題） 250 1,000

本部（東京） 10月15日 (土) 13:30～15：30  新宿区立四谷区民ホール 新井平伊先生 アルツクリニック東京院長  認知症の最新医療と予防 390 無料

小計（本部） 640

計（本部・支部） 6,140

2



2022年度「忘れても　あなたは　あなたのままでいい」統一標語 7月29日

支部名 地区名 参加予定人数 地区名 参加予定人数

（江別） 中央公民館等 （9/17） 9名 （釧路市） 幣舞橋
ヌサマイバシ

　9/1、9/21 10名

（北見） 福祉会館・市役所 10名 （札幌） 北海道庁1Fホール9/14，15 3名

（滝川） 市役所等 （9/16） 10名 （熊石） 熊石総合支所 （9/9） 5名

（砂川） ふれあいセンター等 （9/15） 10名 （白老） コープさっぽろパセオ白老 （9/21） 5名

（函館） 五稜郭タワー （9/21） 6名 （別海） 別海町生涯学習センターみなくる 9月 5名

（上砂川） 上砂川町民センター （9/6） 10名 （深川） 市民生協　8月末～9月中旬 15名

（今金） （9/2） 8名 （むかわ） むかわ道の駅 （8/27） 10名

（恵庭） 福祉会館 未定 （名寄） 風連公民館 （9/7） 9名

（八戸） イトーヨーカ堂沼館店 （9/25） 8名 （五所川原） オルテンシア （9/23） 3名

（むつ） 市内３か所 未定 （青森） イトーヨーカ堂青森店 （9/23）

（宮古） 宮古駅前 （9/18） 5名 （陸前高田） 陸前高田市コミュニティーホール （9/19） 10名

（盛岡） 肴町アーケード （9/18） 8名 （遠野市） 宮守町「めがね橋」 （9/21） 10名

（岩手町） 岩手町沼宮内秋祭り （10/9） 3名 （大船渡市） スーパーマイヤ （9/17） 8名

（奥州市） 前沢イオン （9/17） 8名 （北上市） 江釣子ショッピングセンター （9/17） 8名

宮城

秋田

山形県 （山形） 未定

（福島地区） 未定 （9/18） 30名 （いわき地区） 未定 未定 6名

（郡山地区） 未定 （9/18） 10名 （相双地区） イオンスーパー （9/21） 10名

（会津地区） 未定 未定 8名 県南地区 未定 5名

（南会津地区） ヨークベニマル 未定 5名

茨城県 （筑波） イオンモールつくば店　中止 （9/19） 100名 （水戸内原） イオンモール水戸内原店　中止 （9/19） 30名

栃木県 すべて未定

群馬

（中央） JR大宮駅西口 （9/21） 50名 （西部） 川越駅 （9/21） 50名

（北部） 熊谷駅南口 （9/21） 60名 （西部） 上福岡駅 （9/21） 40名

千葉県 （千葉市） JR千葉駅 （9/21） 35名 （習志野市） JR津田沼駅 （9/21） 15名

東京都 （東京） 四谷三丁目交差点JR信濃町駅付近 （9/28） 20名

神奈川県 桜木町駅前 （9/19） 40名

新潟

富山県 （富山） JR富山駅構内 （9/21） 5名

石川

福井県 （福井） 一乗谷朝倉氏遺跡　9/18～19 10名

山梨県 小瀬スポーツ公園 （9/24） 15名

長野

（中止）

（中止）

（中止）

（中止）

（中止）

（中止）

埼玉県

岩手県

青森県

福島県

2022年度世界アルツハイマーデー街頭活動等 取り組み計画

全国一斉街頭活動日：2022年9月21日(水)

時点

街頭活動 街頭活動

北海道



支部名 地区名 参加予定人数 地区名 参加予定人数街頭活動 街頭活動

（岐阜地区） 岐阜市メディアコスモス広場 （9/25） 20名 （東濃地区） 多治見駅周辺 （9/12） 10名

（西濃地区） 大垣駅周辺 （9/17） （飛騨地区） フレスポ飛騨 （9/16） 5名

静岡県 （全体） ＪＲ静岡駅コンコース （9/21） 20名 （駿東田方） サントムーン柿田川 未定

愛知県 未定 （9/21）

三重

（大津市） 長等商店街 （9/3） 3名 （野洲市） アルプラザ野洲　9/17～19

（大津市） 石山駅周辺 未定 （湖南市） 商業施設（未定） （9/14）

（大津市） 認知症メモリーウォーク （9/14） 30名 （彦根市） ビバシティ彦根 （9/4）

（甲賀市） アルプラザ水口（予定） 未定 （草津市） 未定

（守山市） JR守山駅周辺 （9/21） 13名

（京都） 京都駅前 （9/21） （亀岡） 平和堂・アミティー （9/10）

（宇治） 平和堂フレンドマート宇治店 未定

大阪府 （大阪） 天王寺区味原小学校前 （9/19） 4名

（神戸） 元町駅周辺 （9/24） （姫路） 未定 未定

（尼崎） 未定 （養父） 未定

（たつの） 未定 （丹波篠山） 未定

奈良県 近鉄奈良駅周辺 （9/21） 30名

和歌山県 （和歌山） 和歌山駅前 （9/10） 15名

鳥取県 （西部） 米子市鳥取大学付近・わだや小路 （9/20） 10名 （東部） 鳥取市さざんか会館 （9/9） 10名

（松江地区） 松江駅北口・イオン入口 （9/17） 20名 （大田） ロックタウン大田 （9/19） 8名

（出雲地区） 一畑電車（出雲～大社） （9/17） 20名 （浜田） ゆめタウン浜田 （9/17） 20名

（出雲地区） ラピタ・イズミ （9/17） 20名 （江津） ゆめタウン江津 （9/17） 8名

（岡山） 岡山天満屋前 （9/24） 25名 （井笠） 井原市民会館 （9/30） 15名

（倉敷） イオン倉敷 （9/24） 20名 （津山） 津山市役所 （9/17） 10名

（広島） 八丁堀 （9/21） 30名 （西部） 三次市 （9/21）

（東部） 福山市 （9/21） 20名

（下松） 下松市スーパーサンリブ （9/18） 20名 （宇部） フジグラン宇部 （9/18） 8名

（山口） 山口市商店街（井筒屋） （9/21） 10名 （光） イオンひかり （9/18） 20名

（小松島市） 産直市あいさい広場 （9/19） 10名 （板野郡） ゆめタウン徳島 未定 25名

（徳島市） キョーエイ沖浜店 （9/21） 6名

香川県 ゆめタウン高松 （9/18） 10名

愛媛県 （松山） いよてつ高島屋前 （9/17） 10名

高知県 高知市帯屋町アーケード （9/18） 20名

岡山県

広島県

山口県

滋賀県

（中止）

島根県

京都府

兵庫県

徳島県

岐阜県



支部名 地区名 参加予定人数 地区名 参加予定人数街頭活動 街頭活動

（福岡） 天神三越前デパート横（渡辺通り） （9/22） 20名 （行橋） ゆめタウン行橋出入口 （9/21） 10名

（久留米） 西鉄久留米駅　コンコース （9/21） 15名 （中間） イオンモール中間 未定

（直方） 市内中心商店街 （9/5） 20名 （福津） イオンモール福津 未定

（北九州）
JR小倉駅周辺(歩行者デッキ）/
JR黒崎駅周辺(歩行者デッキ） 90名

佐賀県 佐賀駅南口周辺 （9/3） 10名

（大村市） イオン大村店 （9/27） 15名 （小値賀町） 北松浦郡小値賀町商店街 （9/20） 5名

（佐世保市） 佐世保市四ケ町アーケード（島瀬講演前） （9/17） 40名 （壱岐市）
①マリンパレス壱岐
②イオン壱岐店

（9/18） 8名

（長崎市） 長崎市浜町アーケード（ハマクロス411前） （9/18） 30名 （長崎市） 長崎県庁玄関エントランスホール 9/6～9/15 50名

熊本県 未定 （9/21）

（宇佐） ミスターマックス宇佐店前 （9/3） 20名 （由布） 挟間イオン前 （9/20） 20名

（臼杵）
①ｺｰﾌﾟ臼杵店前
②サンリブ臼杵店前

（9/21） 15名 （中津） イオン三光 （9/20） 20名

（津久見）
①コープﾟ大分つくみ
②マルショク津久見店

（9/21） 15名 （国東） 国東市民病院前　他 （9/7） 20名

（豊後大野）
①トキハインダストリー　②フレイン
③トライアル　④HIHヒロセ前

（9/21） 50名 （豊後高田） BIG店頭 （9/27） 25名

（杵築） 杵築市民病院前 （9/16） 15名 （竹田） グランツ竹田　前 （9/4） 25名

（佐伯） サンリブマルショク （9/17） 30名 （日田） 市内スーパー3カ所 （9/21） 25名

（大分） 大分駅北側市民広場 （9/17） 30名 （別府） ゆめタウン正面玄関前 （9/21） 5名

宮崎県 （宮崎） 宮崎駅前広場 （9/17） 20名

鹿児島県 （鹿児島） 鹿児島市天文館2か所 （9/17） 20名 （鹿児島） 鹿児島市いづろ通り （9/17） 10名

（南部） イオン南風原 （9/18） 10名 （八重山） 未定 （9/18） 10名

（中部） イオンライカム （9/19） 20名 （北部） JA名護ファーマーズ （9/18） 10名

（宮古） 未定 （9/18） 5名

合計 （40支部） 130ヶ所 （9/21） 1952名

沖縄県

長崎県

大分県

福岡県


