
2021年度「家族の会」支部・関係団体ライトアップ等の一覧 
 （７月 16日現在） 

新 支部名  ライトアップ・イベント内容 

 北海道 

ライトアップ 

ミニコンサート 

認知症カフェ 

幣舞橋 

🈟幣舞橋公園モニュメント 

🈟五稜郭 

新 青森 ライトアップ 

むつ市体育施設 

観光施設 

旧制木造中学校講堂 

八戸市介護予防センター 

八戸市総合保健センター 

新 宮城 ライトアップ 石ノ森萬画館 

 山形 ライトアップ 

文翔館 

上山城 

旧米沢高等工業学校本館 

 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 宇都宮市八幡山公園タワー（9/17～9/23） 

 埼玉 ライトアップ ソニックシティビル 

新 千葉 ライトアップ 千葉市ポートタワー 

 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（予定） 

新 新潟県 ライトアップ 新潟ユニゾンプラザ 

 富山 ライトアップ 

県庁前公園内噴水 

環水公園・天門橋  

インテックビル（タワー１１１） 

富山城（９/２１・２２日） 

 石川 未定  

 福井 
ライトアップ 

ミニコンサート 
一乗谷朝倉氏遺跡 

 山梨 ライトアップ 甲府駅前 信玄公像 

 静岡 ライトアップ 
東名高速道路富士川ＳＡ （上り） 

大観覧車フジスカイビュー 

 愛知 未定  

 三重 ライトアップ 🈟蟠龍櫓 

 滋賀県 ライトアップ 彦根城 

 京都 ライトアップ 京都タワー、京都府庁、京都市京セラ美術館（予定） 

 大阪 ライトアップ 

万博公園太陽の塔 

🈟大阪市庁舎前モニュメント 

🈟中之島界隈の橋梁 

 兵庫 ライトアップ 

明石海峡大橋 

姫路城 

モザイク大観覧車 等 

新 和歌山 ライトアップ 
ビックホエール（9/21を挟み 14日間） 

稲村の火の館（日程未定） 



 鳥取 ライトアップ 
鳥取駅前広場＆駅前商店街 

🈟米子市 

 島根 ライトアップ 
🈟松江城 

TSK本社テレビ塔 

 岡山 ライトアップ 
🈟北長瀬駅前商業施設（岡山市）  

美作大学構内（津山市） 

 広島 ライトアップ 広島城 

 山口 ライトアップ 

海峡メッセ 

瑠璃光寺 

萩金谷天神 

🈟萩駅舎 

🈟錦帯橋 

 愛媛 ライトアップ 🈟愛媛県庁 

 高知 ライトアップ 高知城 

 佐賀 ライトアップ 

佐賀県庁 

佐賀大学美術館 

吉野ヶ里公園 

🈟江北町みんなの公園 

🈟伊万里ロイヤルチェスター結婚式場 

🈟唐津城 

 長崎 ライトアップ 

長崎市稲佐山テレビ電波塔（9月 20日～24日） 

佐世保市ハウステンボスドムトールン（9月 20日～24日）  

大村市の大村公園内板敷櫓（9月 1日～30日）             

大村市のボートレース大村広告塔（9月 1日～9月 30日） 

大村市の市民交流プラザ（9月 1日～30日） 

 熊本 ライトアップ サクラマチクマモト 

 宮崎 ライトアップ 宮崎県庁 

 合計 ライトアップ 69ヶ所（予定含む）、イベント ３ヶ所 

 



2021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21日 (火) 未定  井出訓  放送大学教授 未定 30 無料

青森県 中止

岩手県 中止

宮城県 11月13日 (土) 13:00～15：30 仙台市シルバーセンター   交流ホール 未定 未定 100 無料

秋田県 未定

山形県 中止

福島県 10月3日 (日) 13:30～15：30 いわき市産業創造館（ラトブ）6F企画展示ホール 丹野智文 オレンジドア代表 認知症とともに生きる 100 無料

茨城県 11月14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 中止

群馬県 9月19日 (日) 13:30～16：00 群馬県社会福祉総合センター　ホール 未定 未定 未定 50 未定

埼玉県 9月18日 (土) 13:30～16：00 埼玉会館　小ホール 玉置妙優
看護師・僧侶・スピリチュアルケア師・
ケアマネジャー・看護教員

「死にゆく人の心に寄りそう」 240 無料

千葉県 10月8日 (金) 13:00～16：00 千葉市文化センター　３F　アートホール
1，柏戸孝一
2，吉山ゆか

1，柏戸病院
2，笑いヨガ講師

（仮題）　「認知症の全体像　予防とケア」 250 無料

神奈川県 9月26日 (日) 13:00～15：30 横浜市健康福祉総合センター　ホール － － 映画上映「長いお別れ」 150 有料

新潟県 9月12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会長 未来を拓く介護の現場 80 無料

富山県 9月18日 (土) 13:30～15：00 サンフォルテ２階ホール 早川岳人 立命館大学教授 （仮題）早川一光から学んだこと・引き継ぐこと 100 無料

石川県 未定

福井県 9月19日 (日) 14:00～15：30 国際交流会館（ハイブリッド開催） 高井隆一 （仮題） JR裁判からみえた認知症介護 150 無料

山梨県 未定 無料

長野県 未定

岐阜県 9月12日 (日) 13:00～14：30
OKBふれあい会館　他５会場
（講演の録画をWeb配信予定）

未定 未定 会員と地域住民　80～120名 80 無料

静岡県 9月26日 (日) 14:00～15：30 静岡県男女共同参画センター「あざれあ」4F第一研修室 山田静雄
静岡県立大学特任教授（大学院薬学研
究院）薬学研究院付属薬食研究推進セ
ンター長

脳の健康～こころ・からだ・たべもの・くすり～ 40 無料

愛知県 9月26日 (日) 13:00～15：30 東海市芸術劇場　多目的ホール 武地一
藤田医科大学病院　認知症・高齢診療
科教授

認知症について 100 無料

三重県 9月12日 (日) 13:30～15：30 三重県総合文化センター生涯学習棟４F中研修室・オンライン併用 諸戸智美 認知症看護認定看護師　津の世話人
ナースのダブルケア体験談（子育てと認知症家族介
護）　認知症とともに生きる仲間とオンライン体験交
流してみよう！

50 無料

滋賀県 11月22日 (月) 13:30～16：00 あかね文化ホール小ホール（ハイブリッド開催）
1，國松善次
2，西川一子

1，元滋賀県知事
2，音楽療法士

『仮）認知症と音楽療法』 70 無料

　（７月８日現在）
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支部名 日 曜日 時 会場 講師 肩書 演題
参加予定

人数
参加費

大阪府 9月25日 (土) 10:00～12：00 大阪府立男女共同参画・青少年センター（ドーンセンター） 久保田翠
認定ＮＰＯ法人クリエイティブサポートレッ
ツ理事長

（仮題）障害者支援から認知症介護の未来を考える  100 無料

兵庫県 9月18日 (土) 13:30～15：30  兵庫県農業会館 未定 未定 150 無料

奈良県 12月4日 (土) 13:00～15：00 奈良市学園前ホ－ル 松本一生 医師 （仮題） 認知症フォ－ラム2021奈良　100～300人 150 無料

和歌山県 9月19日 (日) 10:00～1600 メディアアートホール
映画上映「長いお別れ」 ・本人交流会・本人との対
談予定

100

鳥取県 10月17日 (日) 13:00～16：00 米子国際プラザファミリーホール 片山禎夫 片山内科クリニック医師 私が考える認知症治療と新薬情報 100 無料

島根県 9月25日 (土) 13:30～15：00 大社文化プレイス　うらら館 三橋良博 神奈川県支部世話人 未定 100 無料

岡山県 9月18日 (土) 13:00～16：00 岡山県総合福祉・ボランティア・NPO会館　　３０１会議室
1，妻井令三
2，有田　博紀

1，元岡山県支部顧問
2，家族の会会員・NPO法人ライフサポー
ト理事長

「家族の会」岡山県支部の過去と未来を語る 100 無料

広島県 9月23日 (木) 13:00～15：30 竹原市民館
1，高見 国生
2，小山田  孝裕
3，理学療法士

1， 認知症の人と家族の会 前代表理事
2，広島県東部認知症疾患医療センター
センター長
3，理学療法士

1， 「ぼけても心は生きている」
2， 「認知症疾患医療センターの取組」
3，「いきいきはつらつ体操」

300 無料

山口県 中止

徳島県 未定

香川県 未定

愛媛県 10月2日 (土) 13:30～16：00 聖カタリナ大学松山キャンパス（予定） 斎藤（予定） 介護家族（予定）
介護家族の立場から
　→　その後シンポジウム（予定）

高知県 11月13日 (土) 13:00～未定 高新文化ホール 丹野智文 オレンジドア代表 未定 140 無料

福岡県 11月13日 (土) 13:00～16：00  福岡市市民福祉プラザ　５０２・５０３  号室 早川岳人 立命館大学　衣笠総合研究所機構
（仮題）「家族の会の歴史と現状、そして今後の取り
組み」

100 無料

佐賀県 中止

長崎県 中止

熊本県 10月9日 (土) 13:00～16：00 くまもと県民交流館パレアホール 元田真一 株式会社シンパクト（介護事業所）代表  「つなぐ 」 300 無料

大分県  11月6日 (土) 13:00～15：00 中津文化会館　大ホール 未定 200 無料

宮崎県 9月11日 (土) 13:30～16：00 宮崎市総合福祉保健センター　視聴覚室 藤元ますみ
けんなん病院副院長　認知症疾患医療
センター長

ご本人の病気をまわりの人に知ってもらうことの大切
さ

50 無料

鹿児島県 9月25日 (土) 12:00～16：00 県社会福祉センター大会議室 福本知子 コロナ禍での私達 20 無料

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

1，2，認知症本人
3，進行サポート

認知症になって変わった人生観 100 無料

小計（支部） 3,800

本部（京都） 9月23日 (木) 13:00～16：30 京都テルサ 安藤和津 エッセイスト、コメンテーター 介護から学んだ大切なこと～認知症の母と過ごして～ 500 1,000

本部（東京） 9月26日 (日) 13:30～16：00 牛込箪笥区民ホール 石飛幸三  芦花ホーム医師 今年こそ変わる終末期医療〜穏やかな最期を迎えるために〜 180 無料

計（本部・支部） 4,480
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2021年度「この街で笑顔で生きる認知症」統一標語

支部名 地区名 参加予定人数 地区名 参加予定人数

（江別）
イオン江別店
イオンタウン江別店
フードD大麻店

（9/18） 9名 （釧路） 幣舞橋　9/1、9/22 （9/1） 10名

福祉センター1F （9/21） 6名 （札幌） 北海道庁1Fホール （9/3） 3名

（滝川）
滝川市役所前
滝川市立病院

（9/17） 12名 （苫小牧） 苫小牧駅前広場 （9/11） 10名

（砂川） AiAi砂川店 （9/16） 7名 （白老） ツルハドラッグ白老店前 （9/21） 5名

（函館） 五稜郭タワー （9/21） 6名 （別海） 別海中央公民館 未定 5名

（砂川） 上砂川町民センター 未定 7名 （未定） 未定 （9/18） 4名

（今金） 今金町役場・としべつ・国保病院 （9/3） 8名

（奈井江）
JA奈井江店
スーパーふじ店前

（9/12） 6名

青森県 中止

（宮古） 宮古駅前 （9/19） 5名

（盛岡） 肴町アーケード （9/19） 8名

（岩手） 岩手町沼宮内秋祭り （10/10） 3名

（八幡平） ベルフ　八幡平 （9/23） 5名

宮城県 中止

秋田県 （秋田） 未定

山形県 （山形） 未定

（福島） 福島駅東口 （9/19） 30名 （南相馬） イオンモール南相馬店 （9/18） 10名

（郡山） イトーヨーカドー郡山店 （9/19） 15名 （白河） ヨークベニマル白河店 （9/19） 10名

（会津若松） リオンドール会津若松店 （9/18） 10名

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

栃木県 中止

群馬県 中止

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

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

千葉県 （千葉） 千葉駅前 （9/21） 35名 （津田沼） 津田沼駅デッキスペース （9/21） 15名

東京都 （東京） JR信濃町駅付近 （9/22） 20名

神奈川県 （神奈川） 桜木町駅前 （9/26） 40名

新潟県 中止

富山県 中止

石川県 未定

福井県 （福井） 福井駅周辺 （9/19） 10名

福島県

埼玉県

岩手県

2021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：2021年9月21日(火）

街頭活動 街頭活動

北海道

　（７月１日現在）



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

山梨県 （山梨） いきいき山梨ねんりんピック会場 （9/25） 15名

長野県 未定

岐阜県 未定

静岡県 中止

愛知県 中止

（伊賀） イオンタウン内マックスバリュ上野店 （9/14） 10名

（桑名） 中止

（鈴鹿） 中止

（湖南） 平和堂石部店前 （9/21） 10名

（竜王町） 竜王町フレンドマート前 （9/21） 10名

（京都） 京都駅前 （9/21） 20名 （亀岡） 亀岡市 （9/4） 15名

（宇治） 宇治市 （9/3） 30名

（大阪） インテックス大阪（バリアフリー展関西）8/25～8/27 （8/25） 20名

（大阪） 中之島公園付近 （9/21） 10名

兵庫県 （神戸） 神戸市元町駅周辺 （9/18） 30名 （姫路） 姫路城周辺 （9/21） 30名

奈良県 中止

和歌山県 （和歌山） 和歌山駅等 （9/12） 20名

鳥取県 （米子） 米子市鳥取大学医学部付近 （9/21） 10名 （鳥取） 鳥取駅前広場＆駅前商店街 （9/21） 10名

未定

（岡山） 岡山天満屋本店前 （9/18） 20名 （井笠） 検討中

（倉敷） イオンモール倉敷前 （9/2） 15名

（広島）
広島市中区
紙屋町周辺
八丁堀周辺

（9/21） 30名 （三次） 三次市内　未定

（福山） 福山市内 20名

（下松） 下松市スーパーサンリブ （9/19） 20名 （宇部） 宇部市フジグラン （9/19） 8名

（山口） 山口市商店街（井筒屋前） （9/20） 10名 （未定） 未定 （9/20） 10名

（小松島） 小松島市　あいさい広場（産直市） （9/20） 12名

（徳島） 徳島市　キョーエイ沖浜店 （9/21） 8名

香川県 （未定） 未定 （9/21） 5名

愛媛県 （松山） いよてつ松山市駅　高島屋前 （9/11） 15名

高知県 （高知） 高知市帯屋町商店街　大丸前 （9/19） 15名

滋賀県

徳島県

島根県

岡山県

広島県

山口県

三重県

京都府

大阪府



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 （9/22） 20名 （行橋） 「ゆめタウン行橋」出入口 未定 15名

（久留米） 西鉄久留米駅　コンコース （9/11） 15名 （中間） 「イオンモール福津」出入口 未定 15名

（直方） 市内中心商店街 （9/5） 30名 （福津）
「イオンモール福津」
出入口

未定 30名

（北九州）

①JR小倉駅周辺
(歩行者デッキ）
②JR黒崎駅周辺
(歩行者デッキ）　　　4ヶ所

未定 180名

佐賀県 中止

（大村市） 大村市駅前アーケード入り口（コレモ大村前） （9/17） 15名 （北松浦） 北松浦郡小値賀町（商店街） （9/21） 5名

（佐世保市） 佐世保市四ケ町アーケード（島瀬講演前） （9/18） 40名 （壱岐市）
①壱岐市マリンパレス壱岐
②イオン壱岐店

（9/22） 8名

（長崎市） 長崎市浜町アーケード（ハマクロス411前） （9/19） 30名 （長崎市）
長崎県庁1階玄関エントランスホー
ル（延べ50名）

9/10～9/24 50名

熊本県 （熊本） 未定

（宇佐） ミスターマックス宇佐店前 （9/4） 15名 （由布） 挟間イオン前 （9/21） 41名

（臼杵）
①ｺｰﾌﾟ臼杵店前
②サンリブ臼杵店前　　の二ヶ所

（9/15） 13名 （中津） イオン三光 （9/21） 21名

（津久見）
①コープﾟ大分
②マルショク津久見店　の二ヶ所

（9/15） 11名 （国東）
①国東市民病院前
②武蔵エース前　　　　の二ヶ所

（9/22） 26名

（豊後大野）
①トキハ　②フレイン
③トライアル　　　　　　　の三ヶ所

（9/15） 73名 （豊後高田） マックスバリュ豊後高田店前（予定） （9/30） 23名

（杵築）
①杵築市サンリブ前
②山香神田楽市前　　の二ヶ所

（9/17） 11名 （竹田） 竹田市　詳細未定 9月中 20名

（佐伯） サンリブさいき （9/18） 20名 （日田） 日田市　詳細未定 9/21前後

（大分） 大分駅北側市民広場 （9/19） 25名

宮崎県 （宮崎） 山形屋デパート前 （9/11） 20名

（鹿児島） 鹿児島市天文館 （9/20） 20名 （鹿児島） 鹿児島市中央駅 （9/20） 10名

（鹿児島） 鹿児島市いづろ通り （9/20） 10名

（南部） イオン八重瀬 （9/18） 15名 （八重山） イオン八重山 （9/19） 10名

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

合計 （37支部） 114ヶ所 1926名

沖縄県

長崎県

大分県

鹿児島県

福岡県


