


疲れをリフレッシュ、心にゆとりが生まれます。
地域の人々が集う出会い・語り合い・情報交換の場。

オレンジ（認知症）カフェ

　地域の人たちや、介護・医療の専門職などが集う「オレンジ（認知症）カフェ」などへの参加がお勧め
です。近くのどこにそのような集まりがあるのか、下記までお問い合わせください。他の人のアドバイ
ス・体験談から学べたり、息抜きができたり、気持ちが楽になったりします。
●問い合わせ先　社会福祉法人宗像市社会福祉協議会　宗像市久原180番地　☎0940-37-1300

本人の将来のために、がんばり過ぎない介護のために、
さまざまな支援の活用を
　認知症は適切なケアを長期的に行う必要があります。地域で安心して暮らすためのサービスを上手に
利用しましょう。詳細については、お住まいの担当地域包括支援センターなどへお問い合わせください。

財産管理が不安に
なってきました

家族だけの
介護だと大変…

買い物に出掛けるのが
大変になってきました

　施設への通い・宿泊、ホームヘル
パーや介護職員などの訪問によっ
て、食事や入浴といった日常生活
上の支援や機能訓練などが受けら
れます。受けられるサービスは、本
人に必要な介護の手間（要介護
度）に応じて、ケアマネジャーがケ
アプランを作成します。

介護保険サービス

成年後見制度
　認知症の人の日常生活の支援や財産管理、悪質商法によって被害を受けないようにするなど、家庭裁判所が
選んだ後見人などが本人の保護や支援を行ないます。支援の内容は本人の判断能力によって異なります。

その他のサービス

　認知症、知的障がい、精神障がいなどで判断能力が不十分なため、自分ひとりで契約などの判断をす
ることが不安な方や、お金の管理に困っている方などの福祉サービス利用や日常的な金銭管理の支援
により、住み慣れた地域で安心して暮らせるようお手伝いします。（詳細は裏表紙の社会福祉法人宗像
市社会福祉協議会へお問い合わせください）

　食事を届ける配食サービスや買い物、
家事援助など、本人や家族が住み慣れた
地域で安心して暮らすことに役立つサー
ビスがあります。

　保健師・社会福祉士・主任介護支援専門員
（主任ケアマネジャー）などの専門家が、生活全
般にわたるさまざまな相談に応じ、支援を行い
ます。地域の身近な相談窓口として活用しましょ
う。（担当地区の地域包括支援センターは裏表
紙をご参照ください）

地域包括支援センターへ！

日常生活が不安に
なってきました

本人の判断能力が欠けて
いるのが通常の状態で、
普段の買い物なども難しい

本人の判断能力が著しく
不十分で、大切な財産の
管理などが難しい

本人の判断能力が不十分で、
大切な財産の管理が不安

判断能力が十分なうちに、あら
かじめ「だれ」に「何」を頼むか決
めることができる制度です。

本人・配偶者・四親等以内
の親族などが家庭裁判所
へ申立てを行ないます。

後見

保佐

補助

成
年
後
見
制
度

法定後見制度

任意後見制度

本人の状態に合わせ、通い・訪問・宿泊を組み合わせる
福祉サービス利用・金銭管理などを支援

判断能力の低下の度合いに応じてサポート

本人の判断能力
がすでに不十分

本人がまだしっ
かりしている

何かお困りの際は

気持ちが分かりあ
える仲間が欲しい

ライフサポート事業
（日常生活自立支援事業）

4 認知症の人と家族を支える認知症の人と家族を支える認知症の人と家族を支える認知症の人と家族を支える認知症の人と家族を支える認知症の人と家族を支える
　認知症は誰でもなる可能性があり、家族だけでケアをするのが難しい病気。
これからは地域の人たちや公的支援などを通して地域全体で認知症の人や家族
を見守り、支える時代です。活用できる支援やサービスを知り、孤立したり、抱え込
んだりしないようにしてください。
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身近な

知っておきたい連絡先
地域包括支援センター

　介護のことや。 高齢者福祉サービスの利用・内容などのご相談を受けつけています。 困ったことがあれば、お住まい
の地区を担当する各地域包括支援センターにお気軽にご相談ください。
  開所時間 　 月～金曜日（祝日、１２月２９日～１月３日を除く）８時３０分～１７時0０分

宗像市地域包括支援センター
（河東・東郷・南郷・日の里地区） 住所：宗像市東郷１丁目１番１号（宗像市役所内）☎0940-36-1285
吉武・赤間・赤間西地域包括支援センター

（吉武・赤間・赤間西地区） 住所：宗像市石丸１丁目６番７号（赤間病院内） ☎0940-32-2235
自由ヶ丘地域包括支援センター

（自由ヶ丘地区） 住所：宗像市自由ヶ丘１１丁目１３番地４ ☎0940-72-6707
玄海・池野・岬・大島地域包括支援センター

（玄海・池野・岬・大島地区） 住所：宗像市神湊１１８番地２（特別養護老人ホーム ケアポート玄海内）☎0940-36-9001

認知症医療センター
　福岡県から、認知症専門医療の提供と介護サービ
ス事業との連携を担う中核機関として指定を受けた
医療機関です。もの忘れや認知症についての相談、早
期診断・対応アドバイスを行っています。

●福岡県認知症医療センター

☎0940-36-2775
医療法人光風会 宗像病院

宗像市光岡130番地

ライフサポート事業（日常生活自立支援事業）
　認知症、知的障がい、精神障がいなどで判断能力が不十分なため、
自分ひとりで契約などの判断をすることが不安な方や、お金の管理
に困っている方などの福祉サービス利用や日常的な金銭管理の支援
により、住み慣れた地域で安心して暮らせるようお手伝いします。

●社会福祉法人宗像市社会福祉協議会

☎0940-37-1300宗像市久原１８０番地

連絡相談先メモ

（住所）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　    　　　　　　　　　　 ☎
（家族や親族の電話番号）

●名前　　　　 　　　　　　　　☎　　　　　　　  　　　　●名前　　　　　　　　 　　　　☎　　　　　　　　　　　　　

●名前　　　　　 　　　　　　　☎　　　　　　　  　　　　●名前　　　　　　　　 　　　　☎　　　　　　　　　　　　　

（医療機関名）　　　　　　　　　　　　　　　　　　

（担当医師名）　　　　　　　　　　　　　     　 　　　　　　☎　　　　　　　　　　　　

（薬局名）   　　　　　　　　　　　　　    　　　　　　　　　　　　　

（担当者名）   　　　　　　　　　　　　　    　　　　　　　　　　　　　

（住所）

（住所）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　☎　　　　　　　　　　　　　

（事業所名） （住所）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　☎　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　☎　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　☎　　　　　　　　　　　　　

（名称）

（名称）

（住所）

（住所）

わが家

かかりつけ医

かかりつけ薬局

ケアマネジャー

利用している事業所

認知症
みんなで知ろう！ 学ぼう！

宗像市の認知症ケアパス

（平成30年3月1日現在）

協力：一般社団法人宗像医師会・一般社団法人宗像薬剤師会・
福岡県認知症医療センター医療法人光風会宗像病院・
社会福祉法人宗像市社会福祉協議会

監修：順天堂大学大学院
医学研究科 精神・行動科学
教授・医学博士 新井 平伊

出典:『認知症ケアのコツがわかる本』新井 平伊監修（学研プラス）

同じ話を無意識に
繰り返す

知っている人の名前が
思い出せない

物のしまい場所を
忘れる 漢字を忘れる

理由もないのに気が
ふさぐ

身だしなみに無関心
である

物が見あたらないこと
を他人のせいにする外出をおっくうがる

今しようとしていた
ことを忘れる

器具の説明書を読む
のを面倒がる

でやってみましょう自分
や　　　　がチェックしてもOK家族 身近な人

認知症の気付きチェック
4つ以上当てはまる人は要注意！ 

早めに受診しましょう。

87203
18C 宗像市


