
支部名 街頭活動（9月21日以外の場合） 参加予定人数 支部名 街頭活動（9月21日以外の場合） 参加予定人数

北海道 （弟子屈町） 社会老人福祉センター （10/17） 5名 福島県 （福島地区） 福島駅東口周辺 （9/20） 50名

（江別市）
ポスフール
大麻駅前ラルス

7名 （県南地区） ヨークベニマル白河店 （9/20） 5名

（美幌市） シティ美幌店 8名 （県南地区） ヨークベニマル棚倉店 （9/20） 5名

（美幌市） コープ美幌店 8名 （郡山地区） 郡山駅周辺 10名

（会津地区） 未定 15名

（いわき市） ヨークベニマル谷川瀬店 15名

（奈井江町）
スーパーふじ店
JA奈井江店

7名 （南会津地区） 田島ヨークベニマル店 8名

（砂川市） 砂川市内スーパー３カ所 未定 5名 （相双地区） イオンスーパー南相馬店 5名

（苫小牧市） 苫小牧駅前広場 （9/20） 10名 茨城県 （つくば市） イーアスつくば （9/20） 40名

（水戸市） 水戸駅南口 40名

栃木県 （宇都宮市） オリオン通り （9/7） 10名

（札幌市） JR札幌駅 （9/20） 15名 （宇都宮市） 合同研修会 （9/13） 16名

青森県 （青森市） イトーヨーカドー青森店 10名 （宇都宮市） かましん4ケ所 街頭啓発 （9/18） 20名

（八戸市） イトーヨーカドー八戸店 10名 （宇都宮市） 記念講演会 16名

（弘前市） カブセンター弘前店 8名 （塩原市） アグルパル塩原 8名

（十和田市） ユニバース東一番町店 5名 （佐野市） イオンモール 8名

（五所川原市） エルム 8名 （日光市） イオンモール 6名

岩手県 （岩手町） 石神の丘 （9/20） 7名 （鹿沼市） 未定 15名

（盛岡市） 肴町商店街 （9/20） 25名 （宇都宮市） 市役所
（9/22～
9/26）

15名

（北上市） 江釣子ショッピングセンター （9/20） 10名 （宇都宮市） 認知症サポーター養成講座 （9/27） 15名

（陸前高田市） スーパーマイヤ滝の里店 （9/20） 10名 （宇都宮市） 市役所街頭啓発 （9/25） 15名

（大船渡市） スーパーマイヤインター店 （9/20） 12名 （宇都宮市） ベルモール街頭啓発 （9/30） 15名

（宮古市） 宮古駅前 （9/20） 10名 （宇都宮市）
栃木県総合運動場
マロニエプラザ
総合文化センター

（10/1～
10/5）

50名

（久慈市） 未定 （9/20） 4名 群馬県 （渋川市） ベイシア渋川店　店頭 10名

宮城県 （仙台市） 西友仙台長町店ザ・モール出入り口 10名 （館林市） アピタ館林店　店頭 10名

（仙台市） イトーヨーカドー泉店出入口 10名 埼玉県 （大宮市） JR大宮駅 （9/20） 30名

（角田市） ヨーク・ベニマル角田店出入口 （9/22） 8名 （熊谷市） JR熊谷駅 30名

（白石市） セラピ白石店出入口 （9/22） 8名 （川越市） JR川越駅 25名

秋田県 （秋田市） 秋田駅前　ぽぽろーど大屋根下 （9/20） 20名 千葉県 （千葉市） JR千葉駅前 40名

山形県 （酒田市） 酒田市文化センター （9/13） 10名

（村山市） ヤマザワ村山店 5名 東京都 （新宿区） JR新宿駅西口 （9/17） 20名

（山形市） アズ七日町玄関前 15名 神奈川県 （横浜市） 桜木町駅前 40名

滝川市立病院前
北洋銀行前
市役所前

（滝川市）

（旭川市）
市役所前
中央図書館前
ときわ市民ホール前

（9/19）

2014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：2014年9月21日(日）11:00～12:00

2014年度「世界アルツハイマーデー」統一標語 認知症　見守る地域に　つながる絆 －「ぼけ」ても安心して暮らせる社会を－

10名

6名



支部名 街頭活動（9月21日以外の場合） 参加予定人数 支部名 街頭活動（9月21日以外の場合） 参加予定人数

山梨県 （甲府市） 小瀬スポーツ公園 （9/27） 26名 大阪府 （大阪市） JR天王寺駅付近 （9/20） 15名

長野県 （長野市）
9月

第一週
（平日）

5名 （池田市） 阪急池田駅 （9/20） 4名

（岡谷市） 諏訪湖ハイツ（社協祭り会場） （10/11） 10名 兵庫県 （神戸市他）
JR神戸三宮駅近辺30名
JR姫路駅近辺　　　15名
尼崎市　　　　　　　　15名

（9/20） 60名

新潟県 （上越市） ジャスコ上越店前 （9/20） 10名 （西宮市他）
西宮市15名、明石市15名、加
古川市15名
洲本市15名、養父市15名

未定 75名

（長岡市） アオーレ 9/27.28 8名 奈良県 （奈良市） 近鉄奈良駅周辺 （9/20） 15名

（新潟市） 万代シティ （10/13） 15名 和歌山県 （和歌山市） JR和歌山駅前 （9/27） 10名

（佐渡市） 佐渡病院前 （10/19） 8名 鳥取県 （米子市） 米子市ｵﾚﾝｼﾞｷｬﾝﾄﾞﾙﾅｲﾄ＆ｶﾌｪ （8/23） 20名

富山県 （朝日町） 共生の郷 （10/19） 15名 島根県 （益田市） 益田キヌヤ （9/17） 5名

（富山市） JR富山駅前　南口・北口 25名 （出雲市） JR出雲市駅 （9/18） 10名

石川県 （金沢市） JR金沢駅もてなしドーム 15名 （浜田市） ゆめタウン浜田 （9/20） 10名

福井県 （越前市） ＪＲ武生市 未定 5名 （出雲市） ゆめタウン出雲・ラピタ 10名

（福井市） ＪＲ福井市駅前 （9/20） 8名 （松江市） ＪＲ松江駅 15名

（坂井市） 未定 （9/20） 6名 （大田市） イオン大田 10名

（敦賀市） 平和堂前 （9/20） 5名 岡山県 （岡山市） 岡山衛生記念ホール （8/24） 10名

（美浜町） ＪＲ美浜町周辺 9/未定 3名 （岡山市）
天満屋本店前
表町商店街北側

（9/20） 25名

（小浜市） ママストアー周辺 （9/20） 5名 （倉敷市） イオンモール倉敷 （9/20） 15名

おおい町 ポータリー前 （9/12） 5名 （笠岡市） 笠岡げんき祭り会場 未定 10名

岐阜県 （岐阜市） ＪＲ岐阜駅前 15名 広島県 （広島市） マツダスタジアム （9/9） 200名

（大垣市） ＪＲ大垣駅前 10名 （福山市） イトーヨーカ堂前 30名

静岡県 （静岡市） 静岡駅コンコース （9/19） 20名 （三次市） 三次サングリーン前 30名

（富士市） 健康まつり　会場　フィランセ （9/23） 10名 山口県 （下関市） ゆめシティ周辺 6名

福祉まつり　会場　中央公園 （10/19） 5名 （福山市） フジグラン宇部前 5名

愛知県 アピタ東海荒尾店 （9/15） 15名 （山口市） 山口井筒屋前 5名

（東海市） しあわせ村 （9/23） 20名 （下松市） サンブリ下松店

三重県 （鈴鹿市） イオンモール鈴鹿店 （9/20） 7名 （光市） イオン光店

（津市） イオン津城山店 （9/20） 5名 （岩国市） 未定 未定

滋賀県 （大津市） JR石山駅周辺 15名 徳島県 （徳島市） 徳島駅前 20名

（草津市） JR草津駅周辺 15名 香川県 （高松市） ゆめタウン高松 5名

彦根市 ビバシティひこね 20名 愛媛県 （松山市） いよてつ高島屋前 （9/20） 15名

（湖南市） 商業施設 5名 高知県 （高知市） 大丸裏・帯屋町アーケード街 20名

竜王町 商業施設 5名

京都府 （京都市） 竹田パルスプラザ 25名

（亀岡市） 未定 9／未定 20名

25名



支部名 街頭活動（9月21日以外の場合） 参加予定人数 支部名 街頭活動（9月21日以外の場合） 参加予定人数

福岡県 （直方市） 市内中心商店街 （9/5） 35名

（福岡市） 天神三越デパート横（渡辺通り） （9/18） 45名

（久留米市） 西鉄久留米駅コンコース 15名

（北九州市）
①JR小倉駅周辺
②黒崎駅周辺

未定 80名

（行橋市） ＪＲ行橋駅周辺 （9/21） 10名

佐賀県 ゆめタウン （9/28） 10名

長崎県 （佐世保市） 佐世保市島ノ瀬町 （9/20） 50名

（長崎市） 長崎市浜の町 （9/21） 30名

熊本県 （玉名市） 未定 （9/20） 15名

（熊本市） 下通りアーケード街 30名

大分県 （由布市） 狭間ジャスコ前 （9/18） 20名

（大分市） トキハデパート前 （9/20） 30名

（宇佐市） メルクス前 （9/20） 25名

（佐伯市） コスモタウン丸食前 （9/20） 30名

宮崎県 （宮崎市） 山形屋前 （9/20） 15名

鹿児島県 （鹿児島市） 市内３ヶ所 70名

（霧島市） 市内４ヶ所 20名

（いちき串木野市） 10名

沖縄県 （宮古市） サンエーターミナル店 （9/19） 15名

（中頭郡） サンエー西原シティ 20名

（名護市） ジャスコ名護 10名

（うるま市） サンエーうるま市メインシティ 10名

（南城市） イオンタウン南条大里 10名

（石垣市） マックスバリュー新川店 10名

合計 （47支部） 174ヶ所 2489名


