平成 29 年度 認知症サポーター活動支援事業

【オレンジパートナー養成研修】
開催のお知らせ
（神奈川県委託事業）

神奈川県では、認知症未病対策を推進する事業や認知症の方およびその家族の方を支援する事
業の一層の展開を図るため、認知症の方とその家族の良き理解者である「認知症サポーター」の資質
向上を目指す「オレンジパートナー養成研修」を開催します。

【対 象】 県内在住、在勤で認知症サポーター養成講座を受講した方および認知症に関する知識を深め、認知症に関す
る事業に積極的に参加する意欲のある方で、研修修了後はオレンジパートナー(＊)として神奈川県に登録する
ことを承諾される方を対象とします。
(＊)オレンジパートナーって？
この研修を修了された方を「オレンジパートナー」として神奈川県に登録します。登録された「オレンジパートナー」に
は、地域の認知症関連事業に積極的に参加、活動できるよう、県内で開催される関連事業に関する情報を適宜
提供していく予定です。

【主 催】

神奈川県（社会福祉法人 神奈川県社会福祉協議会受託）

【共 催】

相模原市・横須賀市・藤沢市・小田原市・逗子市・秦野市・厚木市・伊勢原市・海老名市・南足柄市
綾瀬市・中井町・山北町・箱根町・真鶴町（１５市町）

【開催スケジュール】 県内７箇所で開催
＊申込開始日前の申し込みはお受けできません。また締切日前でも定員に達し次第締切ります。ご注意ください。
会 場

開催日

申込開始日

申込締切日

横浜

神奈川県社会福祉会館

平成 29 年 9 月 21 日（木）

8 月 21 日（月）

9 月 15 日（金）

小田原

小田原合同庁舎

平成 29 年 10 月 5 日（木）

9 月 5 日（火）

9 月 28 日（木）

海老名

海老名市役所

平成 29 年 10 月 25 日（水）

9 月 25 日（月）

10 月 18 日（水）

伊勢原

伊勢原市立中央公民館

平成 29 年 12 月 4 日（月）

1１月 2 日（木）

1１月 27 日（月）

横須賀

神奈川県立保健福祉大学

平成 29 年 12 月 9 日（土）

11 月 9 日(木)

12 月 1 日(金)

相模原

サン・エールさがみはら

平成 30 年 1 月 16 日（火）

12 月 15 日（金）

1 月 9 日（火）

藤沢

藤沢商工会館

平成 30 年 1 月 25 日（木）

12 月 25 日（月）

1 月 18 日（木）

【内 容】 全会場同一内容（10 時～16 時）で実施 (受付 9：30～)
時 間

午前の部
～

10：00
12：00

午後の部
～

13：00
16：00

内 容

【講義】
○認知症の医学的理解 ＊講師については 3 ページ【別表】参照
○認知症の方との接し方

講 師
・医師
・看護職 保健師
・行政職員

○行政における認知症施策

【グループワーク演習】
○活動場面の事例を使用したグループに分かれての意見交換

・認知症地域
支援推進員等

【説明】

・研修事務局

○オレンジパートナー登録と今後の活動について

※プログラムについては変更する場合もあります。
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【受講料】 無料
【定 員】 100 名（各会場とも）
【申込方法】 申込用紙（4 ページ）に必要事項をご記入のうえ、開催スケジュール（1 ページ）の各会場の申込締切日
までに事務局までお申し込みください。
申込後は、受講決定通知がありませんので、研修当日に会場までお越しください。また、申込みをキャンセル
する場合には、問合せ先までご連絡ください。
【当日持ち物】 昼食・筆記用具
【修了者について】 本研修の受講修了者(全ての研修内容を受講した方)には、神奈川県知事名による修了証書を交
付します。
また、受講修了者の方は「オレンジパートナー」として登録され、ご自身の活動内容を神奈川県に報
告するよう、ご協力をお願いします（本研修の最後に詳細をご案内します）。
【その他】 個人情報の取り扱いについて
本研修の実施にあたり、受講者への通知等を行うため、申込用紙に記載された個人情報を利用します。
受講者については、研修の効果的な実施に資するため、研修講師に情報提供を行うほか、本研修を修了
された際にはオレンジパートナーとして登録させていただきます。オレンジパートナーとしての登録情報は神奈川
県より委託を受けた本会で管理しますが、県内市町村からオレンジパートナーとしての情報提供を求められた
場合、研修申し込み時に同意を得ていた方に限り、提供を行うことがあります。
＊プライバシーポリシー：本会個人情報保護方針については本会ホームページにおいて閲覧できます。

【申込み&問合せ先】（福）神奈川県社会福祉協議会 地域福祉推進部 地域福祉推進担当
〒221‐0835 横浜市神奈川区鶴屋町 2‐24‐2
TEL 045‐312‐4813、4815（月～金 9 時～17 時）
Fax 045‐312‐6307

E‐mail tiiki@knsyk.jp

【会場案内図】 ＊各会場とも、お車でのご来場はご遠慮ください。
■横浜会場（H29/9/21）
神奈川県社会福祉会館・2 階ホール
（横浜市神奈川区沢渡 4-2）
横浜駅西口より徒歩 15 分
＊会場にて飲食可

■小田原会場（H29/10/5）
神奈川県小田原合同庁舎・3 階 EF 会議室
（小田原市荻窪 350-1）
小田原駅西口より徒歩 15 分 ＊合同庁舎内食堂にて飲食可
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■海老名会場（H29/10/25）
■伊勢原会場（H29/12/4）
海老名市役所・401 会議室
伊勢原市立中央公民館・1 階展示ホール
（海老名市勝瀬 175-1）
（伊勢原市東大竹 1-21-1）
小田急・相鉄 海老名駅東口より徒歩 13 分
小田急線伊勢原駅北口から徒歩約 10 分 ＊会場にて飲食可
＊会場にて飲食可
海老名駅
伊勢原
小学校入口

伊勢原駅
北口

伊勢原市立
中央公民館

千津公園

海老名市役所⇒

（C）OpenStreetMap contributors

■横須賀会場（H29/12/9）
神奈川県立保健福祉大学・管理図書館棟 2 階大会議室
（横須賀市平成町 1-10-1）
京浜急行県立大学駅から 徒歩約 7 分
＊会場にて飲食可

■藤沢会場（H30/１/25）
藤沢商工会館ミナパーク・3 階 302・303 会議室
（藤沢市藤沢 607-1）
・JR 藤沢駅から徒歩約 3 分
・小田急藤沢駅から徒歩約 4 分
・江ノ電藤沢駅から徒歩約 5 分
＊会場にて飲食可

■相模原会場（H30/1/16）
サン・エールさがみはら・2 階第 1 研修室
（相模原市緑区西橋本 5-4-20）
・JR 横浜線、JR 相模線、京王線橋本駅南口から
徒歩 10 分
＊会場にて飲食可

【別表】
講義「認知症の医学的理解」 講師一覧
会場

講師

横浜(9/21)

杉山孝博(川崎幸クリニック)

小田原(10/5)

武井和夫(武井内科医院)

海老名(10/25)

尾﨑聡(えびな脳神経外科)

伊勢原(12/4)

湯浅直樹(伊勢原協同病院)

横須賀(12/9)

阿瀬川孝治(汐入メンタルクリニック)

相模原(1/16)

大石智(北里東病院)

藤沢(1/25)

須山章(藤沢病院)
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平成 29 年度 認知症サポーター活動支援事業【オレンジパートナー養成研修】
申込用紙
○参加を希望される方は、本用紙に必要事項をご記入のうえ、ファクスまたは郵送にてお送りいた
だくか、全事項を e-mail に記載して事務局にお知らせください（電話申し込み不可。なお郵送
の場合はお手元に申込記録が残るよう、必ずコピーしたものをお送りください）。
○お申し込みは申込開始日より締切日までの期間にお願いします。但し、受付は先着順とし、定員に
達し次第、締め切りとさせていただきますので、お早めにお申し込みください（受講の可否について
は受講不可の場合のみ、ご連絡します）。＊申込開始日以前の申し込みはお受けできませんので、十
分ご注意ください（本パンフレット１ページ【開催スケジュール】をご確認ください）
。
○お知らせいただいた個人情報は、本研修に関するご連絡・情報提供に利用させていただくととも
に、本研修を修了された際にはオレンジパートナー情報として登録させていただきます。
○研修修了者に修了証書を交付しますので、氏名は楷書で正確にご記入願います。
年齢

ふりがな

性別

氏名

男・女

(該当する年代を○で囲む)
10・20・30・40・50・60・70・80 歳代

所属
(ある場合のみ)

参加希望
会場

□横浜(9/21)
□小田原(10/5)
□海老名(10/25)
□伊勢原(12/4)
□横須賀(12/9) □相模原( 1/16 ) □藤沢( 1/25 )
＊参加を希望する会場に✔を入れてください（複数申込不可）。
〒

住所

連絡先

TEL・FAX・e-mail のうち、こちらから連絡してよい連絡先をご記入ください。
※荒天時等による中止等の緊急のご連絡、定員を超えた場合のお断りのご連絡にのみ使用します。

認知症サポーターとしての
活動の有無

有

県内市町村担当部署に対する
オレンジパートナー情報の提
供の可否(※)

可

・
・

無
不可

【参加動機をご記入ください】

【受講に際するご要望・ご連絡事項がありましたらご記入ください】

(※)オレンジパートナーとしての登録情報は神奈川県より委託を受けた本会で管理しますが、県内市町村からオレンジパー
トナーとしての情報提供を求められた場合の提供の可否を伺うものです。

◎申込み/問合せ先
(福)神奈川県社会福祉協議会 地域福祉推進部 地域福祉推進担当 古川・柏倉
TEL ０４５－３１２－４８１３、４８１５ FAX ０４５－３１２－６３０７
e-mail tiiki@knsyk.jp
ホームページ：http://www.knsyk.jp
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