
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

認知症やその介護についての悩みや不安がある場合は、

本人や家族だけで抱え込まないことが大切です。

認知症は脳の病気です。早期に発見して適切に対処すれば、

その人らしい暮らしを長く続けることができます。

 認知症かなと思ったら、早めに専門機関にご相談ください。
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治療で改善が期待できる

認知症の原因はさまざま。その中
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改善できるものがあります。
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高齢者の総合相談窓口

地域包括支援
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カフェに来て変化したことは？

●気持ちが楽になった

●わたし一人じゃない

●家に帰って、ちょっとだけ、

●いろんな人の経験が聞けるので、

●人の

もっと大変になるという覚悟ができた

「生活お役立ち講座」
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認知症を知り

サポーターになろう

思いや悩み、経験は、みんなそれぞれ

だけど、参加すると心が軽くなり、

元気が出るカフェです。
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ご家族、地域の方が集

日々の困りごとや思いを話

話を聞いて

認知症について関心のある

誰でも参加いただけます。 

悩み、経験は、みんなそれぞれ 

だけど、参加すると心が軽くなり、 
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