
令和４年９月１６日 
福岡市福祉局 

市政記者各位 

世界アルツハイマーデー啓発イベントについて（第２弾）
～ JR 九州博多駅、地下鉄駅でマスクシール啓発実施～ 

本市では、認知症の人やその家族がいきいきと暮らせる認知症にやさしいまちを目指し、

平成 30 年度より「認知症フレンドリーシティ・プロジェクト」を推進しております。 

令和 4 年 9 月 8 日にリリースしました、世界アルツハイマーデー（９月２１日）、世界アルツ

ハイマー月間（９月）啓発イベントに加え、企業・団体と共同したマスクシールでの啓発等を実施

いたします。ぜひ取材いただきますよう、よろしくお願いいたします。 

   

 

 

 

 

『福岡 100』Press Release

ユマニチュード３０秒動画上映 new！

駅員、職員のマスクに、世界アルツハイマーデーシールを貼付

け、啓発を行います。 

駅構内では、世界アルツハイマーデー啓発の放送を行います。 

■日時 令和 4 年 9 月 21 日（水） 終日

■場所：ＪＲ九州博多駅、福岡市地下鉄（博多駅、天神駅、姪浜駅）

 各区役所窓口、市役所情報プラザ、 

BOSS E・ZO FUKUOKA ほか 

マスクシール啓発キャンペーン new！

認知症の人に優しさを伝えるコミュニケーション

ケア技法「ユマニチュード」の３０秒動画を福岡市

内のデジタルサイネージで上映します。 

●市役所１階ロビーサイネージ

９月１９日（月・祝）～２５日（日）

●ソラリアビジョン

９月１９日（月・祝）～１０月２日（日）

※「福岡チャンネル」でユマニチュード３０秒動画を掲載（９月１６日１５時～）

右の二次元コードから動画がご覧いただけます。→

●各区役所デジタルサイネージ（東区、博多区、城南区、西区）



 

 

博多ポートタワー 

【問い合わせ】 
福岡市福祉局 高齢社会部 認知症支援課 担当 笠井・松村 

電話：092-711-4891  FAX：092-733-5587 Emial：ninchi-shien.PWB@city.fukuoka.lg.jp 

福岡市総合図書館 

図書館での認知症の本の特集 （展示中）

市民にとって、身近な図書館で、認知症に関する本の特集や、資

料の展示など、認知症に関する啓発ブースを設置しています。 

・福岡市総合図書館  9 月 1 日（木）～30 日（金）

・東図書館  ８月３０日（火）～９月２５日（日） 

・早良南図書館   9 月 1 日（木）～３０日（金） 

※早良南図書館がある「早良南地域交流センター ともてらす

早良」は、建物全体に認知症の人にも優しいデザインを導入

しています。

認知症の人にもやさしいデザイン（展開中）

９月２１日はオレンジライトアップ実施！

福岡市役所本庁舎（天神中央公園側）、 

博多ポートタワー、福岡市総合体育館、赤煉瓦文化館 

BOSS E・ZO FUKUOKA、MARK IS ももち福岡、 

※博多ポートタワーは 9/21～27

福岡市総合体育館は 9/1～30

※参考に前回のリリース資料を添付
オレンジリングドレスアップ

※世界アルツハイマーデー啓発の取組みについて、市ホームページに掲載（随時情報更新中）

福岡市ホームページ「世界アルツハイマーデー・月間について（令和４年度）」

認知症の人にもやさしいデザインを市内各施設で展開中です。 

導入事例集を市ホームページに掲載しています。ご参照ください。 

【令和３年度導入施設】 

博多区新庁舎、総合西市民プール、 

早良南地域交流センターともてらす早良、 

柏原公民館など 事例集 

認知症の人の数の推移（参考）

福岡市では高齢者数の増加に伴い、認知症高齢

者数は増加し、２０２５年には、約４万３千人になる

見込みです。 

【参考】福岡市内中学生の人数：約４万２千人（教育

統計年報令和３年 11 月発行、令和４年１月改訂より） 

グラフ出典：第８期福岡市介護保険事業計画 

（推計） （推計） （推計） 



令和４年９月８日 
福岡市福祉局 

市政記者各位 

世界アルツハイマーデー啓発イベントについて（第１弾）
～ 認知症啓発の各種イベントを実施～ 

本市では、認知症の人やその家族がいきいきと暮らせる認知症にやさしいまちを目指し、平成 30

年より「認知症フレンドリーシティ・プロジェクト」を推進しております。 

このたび世界アルツハイマーデー（９月２１日）、世界アルツハイマー月間（９月）にあわせて、認知症

に対する関心と正しい理解を深めていただくため、市内各施設で認知症の啓発テーマカラーであるオ

レンジ色に関連した各種イベントやライトアップを実施しますので、ぜひ取材いただきますよう、よろし

くお願いいたします。

オレンジガーデニング×らく楽ガーデン

認知症の人が認知症のテーマカラーであるオレンジ色の花を植える花壇活動を行います 

■アイランドシティ中央公園 ９月８日（木）14：00～

■福岡市総合体育館: 9 月 14 日(水)10：30～12：00（取材対応可）

※当日 10:２０までに総合受付前にお越しください。

■西部運動公園: 9 月 16 日(金)10：00～11：00（取材対応可）

※当日 9:50 までに、公園管理事務所前にお越しください。

 

９２１ギャラリー×POSS COFFEE 

認知症の人がオレンジ色をテーマにした絵画を描き、その絵画を展示します 

■日時：9 月 19 日（月・祝）～23 日（金・祝）

■場所：POSS COFFEE（博多区築港本町１３−６ ベイサイドプレイス博多 B 館 1F）

■絵画作成日：9 月 13 日（火）13 時 30 分～15 時 取材対応可

■絵画作成場所：デイサービス森の家 （南区柏原 4 丁目 33-31）

※取材受付 13：20 までに現地へお越しください。

『福岡 100』Press Release

～らく楽ガーデン～ 
福岡オレンジパートナーズ企業※である、ニチリウ永瀬株式会社

が実施する、高齢者施設の方々がお世話をする花壇「らく楽ガーデ
ン」プロジェクト。

園芸に触れることでうまれる生きがいづくりや、「老いることを
楽しむ」社会の実現に向けてはじめた事業です。 

 取材可 

「らく楽ガーデン」活動の様子 

 取材可 

デイサービスでの絵画教室の様子 POSS COFFEE 
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オレンジライトアップ

市内の各施設をオレンジ色にライトアップします 

 

福岡市ホームページで各種イベントの掲載（随時更新）

 

場 所 日 時 備 考 

福岡市役所本庁舎 
（天神中央公園側の窓） 

9 月 21 日（水） 
18 時頃から 21 時 

天神中央公園側の窓にオレンジリング
を浮かび上がせる 

博多ポートタワー 
９月 21 日(水)～27 日(火) 

18 時 30 分～24 時 
オレンジ色にライトアップ 

福岡市総合体育館 
9 月 1 日(木)～30 日(金) 

17 時～22 時 
施設外観の LED 装飾をオレンジ色に
変更 

BOSS E・ZO FUKUOKA 
9 月 21 日（水） 

日没から 22 時 
オレンジ色にライトアップ 

MARK IS 福岡ももち 
9 月 21 日（水） 
日没から 2２時 

オレンジ色にライトアップ 

福岡市赤煉瓦文化館 
9 月 21 日（水） 

19 時から 21 時 30 分 
オレンジ色にライトアップ。小児がん啓
発のゴールドライトアップと同時実施 

【問い合わせ】 

福岡市福祉局 高齢社会部 認知症支援課 担当 笠井・松村 

電話：092-711-4891  FAX：092-733-5587 Emial：ninchi-shien.PWB@city.fukuoka.lg.jp 

【参考】福岡県ライトアップ施設 

福岡タワー（９月２１日） 

旧福岡県公会堂貴賓館（９月２１日～２８日） 

クローバープラザ（９月２１日～２８日）

博多ポートタワー 

【参考】認知症啓発のシンボルがオレンジの理由 

江戸時代の陶工・酒井田柿右衛門が夕日に映える柿の実の色からインスピレーションを得て作り出し

た赤絵磁器は、世界的な名声を誇りますが、同じく“日本初”の「認知症サポーター」が、世界のいた

るところで「認知症サポーター」として認められればとの思いから、同じ「柿色」であるオレンジにな

ったと言われています。なお温かさを感じさせるこの色は、「手助けします」という意味をもつと言われ

オレンジリングドレスアップ

※福岡オレンジパートナーズとは

認知症の人とその家族、企業・団体、医療・介護・福祉事業者、行政で構成し、認知症

について自主的に「知る」「考える」「つながる」「行動する」ためのコンソーシアムです。

詳細は市ホームページをご参照ください。 

その他、世界アルツハイマーデー啓発の取組みについて、市ホームページに掲載 

福岡市ホームページ「世界アルツハイマーデー・月間について（令和４年度）」 
https://www.city.fukuoka.lg.jp/fukushi/dementia/health/00/04/sekaiarutuhaima/3-

040108_2.html 

https://www.city.fukuoka.lg.jp/fukushi/dementia/health/00/04/sekaiarutuhaima/3-040108_2.html
https://www.city.fukuoka.lg.jp/fukushi/dementia/health/00/04/sekaiarutuhaima/3-040108_2.html

