第九回研究発表会 開催される！
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オレンジカフェ（認知症カフェ）専門員相談会のお知らせ
オレンジカフェとは・・・？
オレンジカフェとは、認知症の方とそのご家族が気軽に立ち寄れる集いの場のことです。
認知症の方とそのご家族のだけでなく、地域のご高齢の方、医療や介護の専門職などが自由に
参加し、世間話・相談をしながら交流を深める場ともなっています。
あきる野市内には、オレンジカフェが３ヶ所、運営されています。オレンジカフェの詳細につ
きましては、あきる台病院 正面玄関の横にチラシがありますのでご覧下さい。
２０１９年６月より、「あきる野市認知症疾患医療センター（あきる台病院）」の精神保健福
祉士、または社会福祉士が、市内３ヶ所のオレンジカフェに専門員相談員として参加することに
なりました。日頃不安に思っていること、誰かに聞いてもらいたいこと、ちょこっとしたことで
も構いません。お茶を飲みながら気軽にお話してみませんか。
皆さんが、気軽に話せる。立ち寄れる、そんなカフェの空間にしたいと考えています。
是非、この機会にお立ち寄り下さい。

【オレンジカフェ 認知症専門員相談会実施日】
（予定日）
令和元年
６月 ６日（木）
７月１７日（水）
９月 ９日（月）
１０月 ３日（木）
１１月２０日（水）
１２月 ９日（月）
令和２年
２月 ６日（木）
３月１８日（水）

（時間）

（場所）

１３：３０～１５：００
※
※
※
※
※
※
※

萩野センター
開戸センター
五日市センター
萩野センター
開戸センター
五日市センター
萩野センター
開戸センター

認知症専門相談員は、あきる台病院 認知症疾患医療センター所属の、精神保健福祉士
または社会福祉士による専門相談となります。

介 護 を 学 ぶ な ら
□ お問い合わせ □
ＴＥＬ：０４２－５５０－６１０２

あきる台病院 介 護 学 院
介護職員初任者研修・介護職員実務者研修
（あきる台病院ホームページ
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あきる台病院 健診センター
皆様の健康を、心・身・社会の観点から多角的に
チェック・確認し、適切なサービスで支援します
□ お問い合わせ・ご予約はこちらまで □
ＴＥＬ：０４２－５５９－５４４９／２９４３（直通）
http://www.akirudai-hp.or.jp/）

