
報 道 資 料 

 

令和４年(2022 年)９月 ２日  

 

 報道機関 各位 

 

                       保健福祉部高齢福祉課長 

                      （家族介護支援・認知症担当） 

 

   「２０２２世界アルツハイマー月間 in はこだて」の開催について 

 

 このことについて，１９９４年に策定された「世界アルツハイマーデー」（９月

２１日）に合わせ，認知症の方とその家族を支える地域づくりおよび認知症に関

する正しい知識について普及啓発するため，下記のとおり実施いたしますので，

取材・報道についてよろしくお願いいたします。 

 

記 

 

 １ 実施内容 

（１）五稜郭タワー オレンジライトアップ 

９月２１日（水）１８時～２１時 

（２）認知症に関する普及啓発イベント 

みんなで知ろう！認知症コーナー（函館蔦屋書店 ２階ステージ） 

９月１５日（木）・９月１６日（金）両日とも１０時～１４時 

  （３）認知症に関する書籍の紹介コーナー（函館市中央図書館） 

９月１５日（木）～９月２９日（金） 

※毎週水曜日は休館日となります。 

 

 ２ その他 

コロナウイルスの感染拡大状況により，中止や規模を縮小して開催する場合 

があります。 

 

 ３ 問合せ先 

保健福祉部高齢福祉課 家族介護支援・認知症担当 

   電話２１－３０８１ 担当：辻 

 



 

 
 
 

 

     

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

世界アルツハイマー月間

in はこだて 

 
ご自身やご家族が， 

認知症になったときに

心構えとして活用でき

るガイドブックです。 

 

 

 

 

 

 

五稜郭タワー 

公式イメージキャラクター 

「GO太くん」 

 
問い合わせ先） 函館市保健福祉部高齢福祉課 

家族介護支援・認知症担当   

📞２１－３０８１ 

（ 

 

認知症に関する書籍の紹介コーナー 

（函館中央図書館） 

９月１５日（木）～２９日（木） 

五稜郭タワー オレンジライトアップ 

９月２１日（水） １８時～２１時 

みんなで知ろう！認知症コーナー 

（函館 蔦屋書店 ２階ステージ） 

９月１５日（木）・１６日（金） １０時～14時 

 
認知症の方とその家族を支える地域づくりを 

目指す函館市と各地域包括支援センターの 

認知症地域支援推進員が活動しています！ 
 

ご相談があるときは、お住いの地域の 

包括支援センター（裏面）へご相談ください。 

 



 

 

 
 

･入舟町 ･船見町 ･弥生町 ･松風町 ･若松町 ･千歳町 ･大川町 ･田家町 ･白鳥町

･弁天町 ･大　町 ･末広町 ･新川町 ･上新川町 ･海岸町 ･八幡町 ･宮前町 ･時任町

･元　町 ･青柳町 ･谷地頭町 ･大縄町 ･松川町 ･万代町 ･杉並町 ･本　町 ･梁川町

･住吉町 ･宝来町 ･東川町 ･中島町 ･千代台町 ･堀川町 ･五稜郭町 ･柳　町 ･松陰町

･豊川町 ･大手町 ･栄　町 ･高盛町 ･宇賀浦町 ･日乃出町 ･人見町 ･乃木町 ･柏木町

･旭　町 ･東雲町 ･大森町 ･的場町 ･金堀町 ･広野町

･川原町 ･深堀町 ･駒場町 ･富岡町1～3丁目 ･美原1～5丁目 ･赤川町

･湯浜町 ･湯川町1～3丁目 ･中道1～2丁目 ･赤川1丁目

･花園町 ･日吉町1～4丁目 ･鍛治1～2丁目 ･亀田中野町

･北美原1～3丁目 ･石川町

･昭和1～4丁目

･戸倉町 ･榎本町 ･上野町 ･山の手1～3丁目 ･浅野町 ･吉川町 ･北浜町

･高丘町 ･滝沢町 ･見晴町 ･本通1～4丁目 ･港町1～3丁目 ･追分町

･鈴蘭丘町 ･上湯川町 ･銅山町 ･陣川町 ･陣川1～2丁目 ･亀田町 ･桔梗町

･旭岡町 ･西旭岡町1～3丁目 ･神山町 ･神山1～3丁目 ･桔梗1～5丁目 ･西桔梗町

･鱒川町 ･寅沢町 ･三森町 ･東山町 ･東山1～3丁目 ･昭和町 ･亀田本町 ･亀田港町

･紅葉山町 ･庵原町 ･亀尾町 ･水元町 ･亀田大森町

･米原町 ･東畑町 ･鉄山町

･蛾眉野町 ･根崎町 ･高松町

･志海苔町 ･瀬戸川町 ･赤坂町

･銭亀町 ･中野町 ･新湊町

･石倉町 ･古川町 ･豊原町

･石崎町 ･鶴野町 ･白石町

函館市地域包括支援センター　担当地域一覧

あ さ ひ こ ん 中 央 と き と う

（函館総合在宅ｹｱｾﾝﾀｰあさひ内） （特別養護老人ホーム松濤となり） （こんクリニック時任内）

旭町4番12号 松風町18番14号 時任町35番24号

☎ 27-8880 ☎ 27-0777 ☎ 33-0555

　　平日　８：４５～１７：３０

　    土　  ８：４５～１７：３０

　　平日　　８：３０～１７：３０

　 　土　　  ８：３０～１７：３０

　　平日　　８：３０～１７：３０

　　 土　　  ８：３０～１７：３０

ゆ の か わ 西 堀 亀 田

（亀田病院敷地内）

湯川町1丁目15番19号 富岡町3丁目12番25号 昭和1丁目23番8号

☎ 36-4300 ☎ ７８-0１２３ ☎ 40-7755

　　平日　　８：４５～１７：３０

　　平日　　８：45～１7：3０　
　　平日　８：４５～１７：３０

　     土　  ８：４５～１７：３０
 　　土  　　８：４５～１７：３０

   　＊ 祝日は開設（日曜は定休）

た か お か 神 山 よ ろ こ び

（介護老人福祉施設ｻﾃﾗｲﾄ百楽園内） （グループホームにしぼり神山併設） （ﾕﾆｯﾄ型介護医療院喜郷内）

社 協 ブ ラ ン チ か や べ

高丘町3番1号 神山1丁目25番9号 桔梗1丁目14番1号

☎ 57-7740 ☎ 76-0820 ☎ 34-6868

　　平日　　８：４５～１７：３０

　　平日　　８：45～１7：3０　 　　　平日　　８：45～１7：3０　 　　土  　　８：４５～１７：３０

   ＊ 祝日は開設（日曜は定休）

２０２２年４月１日 現在

（函館市戸井支所内） （函館市南茅部支所内）

館町３番地１ 川汲町1520番地

☎ 82-4700 ☎ 25-6034

　平日　　８：45～１7：3０　

           ･戸　井 地区             ･恵　山 地区

           ･椴法華 地区             ･南茅部 地区
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