
 

 

 
 
 

認知症の方と一緒に楽しみながら活動しませんか？ 

各包括支援センターでは「認知症サポーターフォローアップ講座」 

やトコカフェ（認知症カフェ）の支援をしています。皆さんも、 

一緒に楽しむパートナーになりませんか？ 

 

戸田市立地域包括支援センター 

（戸田市立市民医療センター） 

美女木４－２０－６ 

ＴＥＬ：４２２－８８２１ 

ＦＡＸ：４２２－８８１９ 

担当地区：美女木、大字美女木 

美女木東 

   笹目、笹目北町 

   笹目南町、早瀬 

戸田市中央地域包括支援センター 

（戸田市立健康福祉の杜内） 

大字上戸田５－４ 

ＴＥＬ：４３２－６０８８ 

ＦＡＸ：４３２－６０１０ 

担当地区：川岸３丁目、本町 

    南町、戸田公園 

      上戸田、大字上戸田 

下戸田 

戸田市東部地域包括支援センター 

（いきいきタウンとだ内） 

喜沢南２－５－２３ 

ＴＥＬ：４３４－６２３３ 

ＦＡＸ：４３４－６１７６ 

担当地区：喜沢、喜沢南 

    中町、下前 

      川岸１、２丁目 

戸田市新曽地域包括支援センター 

（新曽南庁舎内） 

新曽南３－１－５ 

ＴＥＬ：４４６－６７６７ 

ＦＡＸ：４４６－６７２０ 

担当地区：大字新曽、新曽南 

      氷川町、大字下笹目 

毎年、地域の方や子供たちに認知症サポー

ター養成講座を開催しています。一緒に寸劇

を演じてくださるお仲間を大募集中です。 
日程など詳細は上の 
電話番号までお問い 
合わせください。 

地域の方々を対象に認知症サポーター養成

講座や認知症に関するミニ講座を毎年おこな

っています。一緒に活動していただけるサポ

ーターさんを募集中です。日程や内容などの

詳細はお電話にてお気軽にお問合せくださ

い。 

日頃から挨拶や声の掛けあえる地域づくり

をしていくために「声掛けたい養成講座」を 
開催しています。認知症を正しく理解し声か

け方法を学ぶ講座です。 
詳細は上記電話番号へ 
問い合わせください。 

認知症サポーター養成講座の開催や新曽地

区内の 4 箇所のトコカフェへの支援、また、

ラジオ体操、老人クラブの活動など、地域の

方々が集う活動への支援を行っています。関

心のある方は上記までお問合せください。 

認知症カフェの様子 

※認知症サポーター養成講座を受講した方へのお知らせです。 第 1 号 令和２年 1 月発行 

知症サポーターは、何か特別なことをする人ではありません。しかし、「認知症の方と一緒に何かをや

ってみたい。」といううれしいお声もあり、養成講座のアンケートに記名していただいた方に、このお知ら

せを送らせて頂いております。サポーター活動に役立つ情報をまとめましたので、是非ご一読ください。 

認 

認知症サポーターとして地域で 
どのような活動をしていますか？ 

 

Q． 

何でも話し合える友人は心強いです。こ

の間は、お弁当持って浮間公園に行きま

した。お友達からは庭に咲いていたバラ

をもらったり、一緒に認知症カフェに行

ったり、町会の集まりに参加しています。

おしゃべりすると楽しいし、お互いに支

え合っているという感じです。 

 

少し時間がたつと忘れてしまうことも

あるけど、自分もいずれそうなると思

います。 

先頭に立って何かをやるのは苦手だけ

ど、元々人と話すのは好きなんです。

近所で認知症の方がお散歩をしている

ので、毎日声をかけています。 

 A. サポーター活動なんて大それたこ
とは言えないです。ただ、大切なお
友達が認知症になってしまったと
き、今まで通り変わらずお付き合い
しています。 
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                                                                            ※詳細は各カフェにお問い合わせください  

 

 

    

 

 

 

 

❼ トコカフェソレアード戸田 

デイサービスセンター 

ソレアード戸田デイサービスセンター 

戸田市美女木８－２１－１７ 

ＴＥＬ０４８－４４９－４８０７ 

不定期開催 

❾ オレンジカフェ 愛優会 

グループホーム氷川 

戸田市氷川町１－４－２ 

ＴＥＬ０４８－４２０－２１８０ 

５月･８月･１１月･２月      

曜日、時間未定 

 

➎ オレンジカフェ愛の家戸田笹目 

愛の家グループホーム戸田笹目 

戸田市笹目１－２９－１８ 

ＴＥＬ０４８－４４９－８７００ 

毎月第二金曜日 

１３時半～１５時 

❽ 福はうち交流会 

健やか人生福はうち 

戸田市笹目５－３５－２２－１０１ 

ＴＥＬ０４８－４２１－２９８１ 

不定期開催 

❶ まどかカフェ 

リハビリホームまどか戸田 

戸田市大字新曽１６９６－１ 

ＴＥＬ０４８－４３４－５６７１ 

毎月第三金曜日 

１３時半～１５時 

➓ ビューティオレンジＣＡＦＥ 

美容院 ビューティ大久保 

戸田市新曽２３３２－４ 

ＴＥＬ０４８－４４３－４８６７ 

不定期開催（月１回） 

❹ オレンジサロン café’オリーブ    

とだ優和の杜 

戸田市新曽南４－２－３５ 

ＴＥＬ０４８－４９９－３０１０ 

毎月第三火曜日 

１４時～１５時半 

❻ ちえぞうサロン 

戸田中央リハクリニック 

戸田市本町１－２４－７ 

ＴＥＬ０７０－５４５８－８２７４ 

月 1 回土曜日（不定期） 

１４時半～１６時 

❸ ほほカフェ 

ニチイケアセンター戸田中町 

戸田市中町２－６－１７ 

ＴＥＬ０４８－４２０－３５０５ 

毎月第二水曜日 

１４時～１６時 

➋ オレンジカフェとだ 

ふれあい多居夢 

戸田市上戸田１－２－１１ 

ＴＥＬ０４８－４４７－７０００ 

毎月第三木曜日 

１４時～１５時 
スタッフ作成の昭和の映像や歌の上映会な

どさまざまな催しをしながら楽しく活動し

ています。施設のスペシャルメニューの試

食会もしています。 

美容院内で月１回開催。地域の方々と今

人気で実用的な小物作りをしています。

お手伝いするので安心してどなたでも楽

しめます。 
 

近隣にお住いの方、ご利用者様、傾聴ボ

ランティアさんもご参加くださり、みな

さんで歌や会話を楽しんでいます。 

皆さんに役に立つ身近な話題をテーマ

に、専門家の方などを招いて、楽しく

ためになる交流会を目指しています。 

簡単な体操やゲームを行ったり、コーヒー

やお茶を飲みながら、ゆっくりとおしゃべ

りを楽しんでいただく集いの会です。 

アットホームな雰囲気の中で、脳トレ、歌

や簡単な体を動かすレクリエーションなど

をおこなっています。 

ボランティアさんの特技をいかしながら、

楽しく活動しています。一緒に活動してく

れるボランティアさんを募集しています。 

地域の方をお茶とお菓子でおもてなしして、

お話したり、体操をしています。介護の相談

もお受けしています。 

誰でも入れる気軽な喫茶店として月１回

開催しています。基本的には、見学会を

兼ねたものを中心に活動しております。 

みなさんのココロとカラダの悩みをお菓

子を食べながら一緒に話してみません

か？季節にあわせた運動や作品作りを通

して仲間を作っていきましょう。 

「医療×教育＝予防」をテーマに、生活

習慣病の予防に大事な食事と運動を中心

にした内容でおこなっています。 

⓫ 健康カフェ ルシオール    

ふくだ内科 

戸田市川岸２－５－１６ 

ＴＥＬ０８０－３６０２－８１４０ 

毎月第一火、木、第四金曜日 

１３時半～１４時半 



 

認知症キッズサポーター養成講座で

は、寸劇を実施しています。 

寸劇等のお手伝いを募集しています。 

「認知症カフェ」は、認知症の人やその家族

が、地域の人や専門家と相互に情報を共有す

ることを目的にした場です。参加したい方の

ご連絡をお待ちしております。 

連絡先：戸田市役所 長寿介護課 地域支援担当 ０４８－４４１－１８００（内線２９２） 

 声掛け訓練の様子 

 
認知症キッズ 

サポーター養成講座の 

寸劇の様子 

 カフェの様子 



☆☆☆ ボランティアを募集しています ☆☆☆ 
認知症サポーターのみなさん、ボランティアに興味はありませんか？ 

不定期でも OK,単発でも OKなところもあります。 

興味がありましたら是非ご連絡してください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 

 

                              

◎生活ボランティア募集 

「とだ優和の杜」で、生活ボランティアを募集し
ています。お皿洗いや雑巾作り、簡単な掃除、入
居者様とのお話し等をお願いしています。 
不定期でも、単発でもOKです。 
【連絡先】 
とだ優和の杜（新曽南 4-2-35） 
 ０４８－４９９－３０１０（担当：間宮） 

◎生活支援ボランティア募集 

「リハビリホームまどか戸田」で生活支援ボラン
ティアを募集しています。入居者様とのお話し相
手、食器洗いや片付け・洗濯たたみ等をお願いし
ています。 
お気軽にお問合せください。 
【連絡先】 
リハビリホームまどか戸田（新曽 1696-1） 
 ０４８－４３４－５６７１（担当：栗林） 

◎サロン・生活支援ｻｰﾋﾞｽ等 

 
みんなが気軽に立ち寄れる“居場所”や“ちょっと
したお手伝い”を、地域で立ち上げてみません
か？私たち生活支援コーディネーターが、立ち
上げのお手伝いをします。 
【連絡先】 
生活支援ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ（戸田市社会福祉協議会） 
 ０４８－４４２－０３０９(担当：飯田・加藤) 

◎ 戸田市社会福祉協議会（戸田市ボランティアセンター）のご紹介 

 戸田市ボランティアセンターでは、「自分ができることは何だろう？」とお考えの方や、「ボランティ
ア活動をしてみたい！」という方へボランティア活動のご紹介や講座を開催しています。 
 【募集ボランティア（例）】 
・講座開催時の託児や子どもの見守り 
・市内イベントや祭り開催時の輪投げ等簡単なゲームのお手伝い 
※募集状況は随時異なりますので募集内容はお問合せください。 

 ぜひ、お気軽にご連絡ください！ 
【連絡先】 
戸田市大字上戸田５番地の６ 戸田市福祉保健センター１階 
０４８－４４２－０３０９（担当：鳴海） 

                         
                               
                        
                                               

◎地域の“宝”大募集♪ 

みなさんの持っている“特技”や“経験”を地域のた
めに生かしてみませんか？ 
【連絡先】 
生活支援ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ（戸田市社会福祉協議会） 
 ０４８－４４２－０３０９(担当：飯田・加藤) 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

立上げ隊募集 
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