静岡県内の認知症の人と家族の会、介護家族の会、介護者の集い等一覧（令和２年４月現在）
市町名

1

2

3

団体名

県内全域 認知症の人と家族の会
(富士市） 静岡県支部（すぎなの会）

下田市 下田市在宅家族介護者の会

会員数

代表者氏名 設立年

125 佐野 三四子

29 池尾 澄子

〒

所在地（事務局）

様式14
活動状況

連絡先電話番号

Ｈ.1.4

416-0909

富士市松岡９１２－２

○家族のつどい隔月(偶数月)に開催。
○若年性認知症の人と家族のつどい隔月(奇数月)に開催
○認知症サポーター養成講座の毎月定期開催 ○支部会報の発行隔月（奇数月）
○認知症コールセンター（認知症に関する様々な悩みを電話で対応）
0545-63-3130
：毎週月、木、土曜日10時～15時。0545-64-9042
○9月の世界アルツハイマーデーに認知症について正しい理解を求めてリーフレット配布
○キャラバンメイトとして認知症サポーター養成講座の講師を務める
○他の家族会との交流

Ｈ9

415-0024

下田市4丁目1-1 総合福祉会館内
（下田市社会福祉協議会）

○家族介護支援事業（下田市社会福祉協議会委託事業）
0558-22-3294 ○在宅介護者の会総会 ○在宅家族介護の集い開催 ○介護者サロン開催
○社会福祉施設見学 ○リフレッシュ日帰り旅行開催 ○介護・保健・医療講座開催

〇偶数月稲取地区（役場会議室）、奇数月奈良本地区（奈良本公民館）で開催
〇第２木曜日 １３時～１７時
東伊豆町稲取3354
〇傾聴ボランティアの講習を修了した認知症にやさしい町づくり連絡会ニューサマーオレンジのメンバー
413-0411
0557-95-1106
（東伊豆町地域包括支援センター内）
がスタッフとして運営
〇時間内の出入りは自由で、介護の悩み等を気軽に話せる場となっている。
○カフェ形式のため、会員制を設けていない。自由参加方式を採っている。

東伊豆町 家族介護者のためのカフェ カーネーション

413-0595

河津町田中212-2
（河津町地域包括支援センター内）

南伊豆町 南伊豆町介護者交流会

415-0304

南伊豆町加納790
○年４回開催 ○介護施設の見学 ○介護技術の勉強会 ○福祉用具使用についての勉強会
0558-36-3335
（南伊豆町地域包括支援センター内）
〇介護に関する情報交換会 ○茶話会

西伊豆町 介護者のつどい

410-3514

西伊豆町仁科393
（地域包括支援センターにしいず）

4

河津町 河津町介護家族の会

5

6

38

稲葉 静

7

熱海市 熱海市在宅介護者の会

22 山口 弘子

8

伊東市 伊東市介護家族の会

17 内山 康正

9

沼津市 沼津市介護家族の会

10

三島市

11

三島市 三島市オレンジリングの会

18 和田 喜美枝

ほほえみの会
（認知症高齢者介護者の会）

木野 紀

14

Ｈ27.4

熱海市中央町1-26
413-0015 熱海市総合福祉センター2階
（熱海市社会福祉協議会内）

H23.5

414-0013

伊東市桜木町２－２－３
（伊東市社会福祉協議会内）

沼津市日の出町1-15
Ｈ6 410-0032
（沼津市社会福祉協議会内）

0558-34-1938

○介護家族の会総会 ○介護教室開催
○茶話会 ○親睦会

〇年３～４回
0558-52-3030 〇介護を行っている人、以前に介護をした経験のある人が対象
〇お薬講座、セルフケアの方法、おしゃべり会、日帰り旅行等
○毎月第４水曜日 13:30～ 熱海市総合福祉センター３階大広間 （会場の都合によって開催日が変更
する可能性があります）
○総会（毎年４月）
0557-86-6340
○毎月の交流会では、介護教室、料理教室、夏の花火大会見学、日帰り旅行、梅園にて紅葉狩り、新年
会等の行事を開催している。
○在宅介護者だより「えがお」の発行（年１回）
090-1758-6777
（会長宅）
○月に１回程度の定例会において講習会・座談会・食事会等を開催
0557-32-1561 ○会報誌の発行
（市担当）
○総会 ○役員会(約年4回)
○昼食懇談会（内容：講師を招き介護に役立つ講演を聞き、昼食をとりながら介護者が不安や悩みをOB
055-922-1500 や包括支援センター職員に聞いてもらい解消することを目的に年2～3回開催
○広報紙『きずな』の発行（年1回）
〇茶話会（年６回） 〇認知症講演会 〇リフレッシュ交流会（年１回）
○年10回程度（第4木曜に開催）
○実際に介護現場で起こった様々な問題についての意見交換、解決策の検討、介護方法等を学ぶ。
○クリニックの医師、特養の相談員、訪看の看護師、家族介護経験者がアドバイザーとして参加し、介護
者の率直な声を聞きあい、介護者自身の精神的負担の軽減を図る。

Ｈ6

411-0856

三島市広小路町7－3
（三島広小路クリニック内）

H29.4

411-8666

○2か月に1回程度（水曜日）
三島市北田町4-47（地域包括ケア推
055-983-2689 〇交流会やミニレクチャー、座談会を行っている。
進課内）
○会報「ありがと」年1～2回発行
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055-972-2231

市町名

12

13

団体名

裾野市 裾野市介護家族の会

会員数

代表者氏名 設立年

110 長沢 由美子

30

所在地（事務局）

裾野市石脇524-1
Ｈ7.4 410-1107
（裾野市社会福祉協議会内）

伊豆市 介護者のつどい

14 伊豆の国市 伊豆の国市家族介護の会

〒

H25

活動状況

連絡先電話番号

○認知症を語る会 毎月第1金曜日
○ＯＢ会ほほえみサロン（年４回）
055-992-5750 ○介護者リフレッシュ交流会 ○毎月第２火曜日定例会
○男性介護者交流会（年３回）
○介護者交流会 ○会報「ほほえみ」発行（年４回）

410-2413

伊豆市小立野38-2

0558-72-9860

410-2123

伊豆の国市四日町302-1
韮山福祉･保健センター
(伊豆の国市社会福祉協議会）

055-949-5818

〇各圏域ごと年４回程度実施（各包括支援センターに委託）
〇認知症の方に限定したものではない
〇情報交換やリフレッシュのための活動

○月1回開催
○『介護は笑顔と工夫と仲間で』が合言葉
○会総会 ○おしゃべり、座談会を中心に開催
○介護・保健・医療講座開催

15

函南町 おはなしサロン「茶話会」

419-0107

田方郡函南町平井717-28

053-588-1809 ○月１回の例会情報交換、交流会

16

清水町 清水町在宅介護者のつどい

411-0903

清水町堂庭221-1
清水町福祉センター内
（清水町地域包括支援センター）

055-981-1675

17

長泉町 DogWoodの会（長泉町認知症家族会）

411-0943

長泉町下土狩457-2
（さつき園内）

○年に４回（１月・４月・７月・１０月）集まり、認知症関連の講習会を実施。愚痴のこぼしあいとしてミーティ
055-989-2121 ングも実施。
○介護者の体験談の発表後、お悩み相談も受付。

412-0035

御殿場市中山455-6
（晴れテラスごてんば内）

○毎月第3木曜日13：00～15：00開催
○おしゃべり、座談会を中心に開催
0550-98-8963
○他団体代表者とも交流あり
○医師との意見交換

410-1395

静岡県駿東郡小山町藤曲57-2

0550-76-6669

○年1回参加者を募ってのおしゃべりが中心のお食事会
○年1回参加者を募っての日帰り旅行等を開催

080-6916-1707

○毎月第１火曜日定例会、第4火曜日さくらカフェ（認知症カフェ）を開催
○交流会を開催（介護用品、調理、薬に関すること等毎回 テーマ設定）
○会報（さくら会だより）を月１回発行
○他の団体との交流も積極的に図っている。

18

御殿場市 認知症介護家族の会

19

小山町 家族介護者交流会

50 杉山 弘年

7 鈴木 君代

H27.4

○毎月第３木曜日（13:30～15:30）に開催
○介護の方法や介護している中での悩みなど、介護者同士で意見交を行っている。
○会議に関わる情報提供や勉強会、介護者のリフレッシュを目的とした体操。お茶会なども実施してい
る。

20

富士宮市

認知症を抱える家族の会
さくら会

40 宇佐美 三枝子

21

富士宮市

介護者の会
ひまわりの会

20 石井 里子

Ｈ16.4

418-0052

富士宮市淀平町262

○毎月第２木曜日に定例会を開催
0544-26-6642 ○手芸教室、料理教室、絵手紙教室等で会員の交流を深める。
○今後は他の団体との交流を積極的に進めていく。

22

富士市 富士市在宅介護者家族の会

２３ 石原 聡美

Ｈ11.4

416-8558

富士市本市場432-1
（富士市社会福祉協議会）

0545-64-4649 ○リフレッシュ旅行 ○広報紙の発行 ○役員会

Ｈ.7.4 418-0013 富士宮市大岩1707-21
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○総会 ○おしゃべり会(情報交換・悩み相談など)
詳しくは｢富士市社会福祉協議会｣ホームページ(トップページ)

市町名

団体名

会員数

代表者氏名 設立年

〒

所在地（事務局）

活動状況

連絡先電話番号

107 望月 恵子

Ｈ11.4

420-0854

静岡市葵区城内町1-1
（静岡市社会福祉協議会内）

054-254-6330

○広報誌の発行 ○介護者交流会 ○おしゃべり会 ○電話訪問活動 ○訪問活動 ○通院同行活動
○リフレッシュ旅行 ○介護教室 ○介護相談 ○関係団体との交流活動

88 池上 和枝

Ｈ5

424-0807

静岡市清水区宮代町1-1
（はーとぴあ清水内）

054-371-0290

○広報誌の発行 ○介護者交流会 ○介護者おしゃべりサロン 〇電話訪問活動 ○訪問活動 ○介護
者リフレッシュツアー ○介護教室 ○介護者料理学習会 ○介護相談 ○関係団体との交流活動

420-0865

静岡市葵区東草深町3-18
静岡市女性会館（アイセル21）

090-8730-6343

○毎月第３火曜日 13時～15時
○対象者は、現在介護に携わっている男性、将来介護に対する不安や悩みをお持ちの男性
○仕事と家事の両立や、家事のストレス、介護の悩みなど男性が家族の介護で抱えている思いを語り合
う場

H30

４２４－０９２９

静岡市清水区日立町24番17号

０５４－３３６－８８４４

〇若年性認知症などの疾患を抱えた本人、家族が集い話しあう会

Ｈ15.4

427-0041

島田市中河町283番地の１
（島田市長寿介護課）

0547-34-3293

○家族介護者交流事業として、介護者のつどい（年10回）、介護教室（年2回）、リフレッシュ旅行（年1回）
を実施

H21

427-0041

島田市中河町283番地の１
（島田市包括ケア推進課）

0547-34-3288

○定例会（月1回） ○会報「そよかぜ通信」の発行（不定期） ○食事会（年1回） ○ユマニチュード学習
会（年３回）

Ｈ30

428-0016

島田市金谷宮崎町2024-1
（金谷地区社会福祉協議会事務所）

0547-46-2525
○定例会（月1回） 認知症本人参加のバス旅行も実施
0547-45-5610

38 小谷 幸代

H19

425-0027

焼津市栄町1-6-11
（ひまわりの会事務局）

054-656-1626

認知症の人と家族の会
焼津市 静岡県支部焼津分会
（めぐみの会）

15 山中 琴恵

H20

425-0035

○認知症に関する情報提供
焼津市東小川8-5-1サニーコート101 090-7613-5840 ○月１回の例会(毎月第一水曜日)と認知症カフェ開催（9：00～13：00）
○認知症電話相談の実施（毎週土曜日、9:00～12:00）

32

焼津市

26

Ｈ14.4

421-0205

焼津市宗高572-1
○毎月１回第３木曜日に定例会を開催。
（焼津市社会福祉協議会大井川支所 054-664-2700
○社協行事への参加・協力、会食会など実施
内）

33

藤枝市 藤枝介護者ぬくもりの会

14 宮崎 康人

Ｈ11.4

426-0078

藤枝市前島2-27-16

34

認知症の人と家族の会
藤枝市 静岡県支部藤枝分会
（ほっと会）

35

藤枝市

グッドピアーズ
（認知症介護家族の会）

36

吉田町

家族介護交流会
（家族介護交流会、家族介護教室）

23

静岡市 静岡介護者きずなの会

24

静岡市 清水介護家族の会

25

静岡市 男性介護者交流会

26

静岡市 若年性認知症家族会SUNSUN

27

島田市 島田市社協介護者のつどい

28

島田市 家族の集い～つながり～

29

島田市 家族介護の会「いっぷく処・金谷」

30

焼津市

31

焼津市認知症家族会
ひまわりの会

「日々草の会」

久保田 哲生

松本利枝

金谷地区社協

○月1回の定例会（毎月第一木曜日） ○会報誌「ひまわり通信」の発行
○勉強会（不定期） ○ホームページ http://www.satukibare.net/himawari/
○認知症介護川柳小冊子「認知症だっていいじゃないか」「続・認知症だっていいじゃないか」発刊
○介護者及び本人への傾聴活動

○年６回（奇数月）交流会を開催。
○現在家族を介護している人達と、（家族を看取り）介護を終えた人達との交流により、よりよい介護がで
きるよう支援。
○今後は、ぬくもりの会に加入していない方への介護相談支援を予定。

55 西山 美紀子

H20

426-0078

藤枝市南駿河台2-2-3

○月１回の定例会(毎月第一水曜日) ○会報「ほっと会だより」（隔月発行）
○認知症コールセンター（電話相談） 月・木 10時～15時 054-643-7830
054-645-1014 ○リフレッシュ施設見学（年1回） クリスマスの集い（12月） 総会（7月）
○ホームページ http://www.hotkai.net
○ほっとな居場所「輪笑」（わっしょい）（認知症カフェ機能を持つ）も運営

20 川村 豊伸

H26

421-1131

藤枝市岡部町内谷60-2
（三輪医院在宅総合支援室）

○定例会毎月第２水曜日 13時30分～15時30分（岡部支所分館）
054-667-3606 ○毎回、認知症サポート医がアドバイザーとして参加
○元介護者の方達も運営ボランティアとして参加

421-0303

吉田町片岡795-1
(吉田町地域包括支援センター内)

0548-33-2323

〇家族会としての活動はないが、家庭での介護方法の勉強会・交流会を年６回開催。

37

川根本町 介護者のつどい

30

H18

428-0313

榛原郡川根本町上長尾627
0547-56-2225 ○２ヶ月に１回開催 うち年１回はリフレッシュ旅行
（川根本町地域包括支援センター内）

38

川根本町 ケアラーズカフェ

120

H27

428-0313

榛原郡川根本町上長尾627
○認知症サポーターから話し相手ボランティアになった方を中心に介護者・要介護者・認知症高齢者・元
0547-56-2225
（川根本町地域包括支援センター内）
気高齢者誰もが来てもいいケアラーズカフェを週１回開催

39

磐田市 若年性認知症意見交換会（わくわく会）

438-0077

磐田市国府台57-7総合健康福祉会
館（アイプラザ）3階 （高齢者支援課
内）

0538-37-4831

40

磐田市 南部認知症家族交流会

438-0051

磐田市上大之郷５１
（南部地域包括支援センター）

0538-36-8900 ○認知症介護に関する意見交換会、認知症の絵本朗読 など
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○当事者同士のお話、運動 など
○情報提供や介護者同士の情報交換、悩みを打ち明ける場

市町名

団体名

41

掛川市 掛川市在宅介護者の会

42

掛川市

43

袋井市 袋井市介護者ほほえみの会

44

45

46

会員数

代表者氏名 設立年

62 平岩 正至

「笑顔のつどい」
認知症介護家族交流会

126

菊川市 菊川市介護者のつどい

森町

森町在宅介護者のつどい

所在地（事務局）

活動状況

連絡先電話番号

Ｈ17

436-0030

掛川市杉谷南1-1-30
（中部ふくしあ社会福祉協議会内）

○会報「介護者つうしん」の発行（年４回） ○交流会（年数回）
0537-28-8546 ○介護教室（年２回） ○日帰り旅行（年１回） ○介護者サロン（年４回）
○施設見学（年１回） ○総会・講演会（年１回） ○男性介護者交流会（年1回）

Ｈ22.11

436-0030

掛川市杉谷南1-1-30
（中部ふくしあ社会福祉協議会内）

0537-28-8546 ○おしゃべり会（月１回/2会場）

437-0061

袋井市久能2515番地の１
（袋井市社会福祉協議会内）

0538-43-3020 ○総会（書面開催）、リフレッシュ交流会年1回、介護技術研修会年1回、会報誌発行年2回

H30

437-1692

御前崎市池新田５５８５
（地域包括支援センター内）

0537-85-1167

H18

439-0019

菊川市半済1865 プラザけやき
（菊川市地域包括支援センター）

0537-37-1120 ○家族会としての活動はないが、家庭での介護方法の学習と介護者のリフレッシュを目的に年3回開催。

437-0215

周智郡森町森50-1

0538-85-6341 ○家族会的な活動はないが、年2回介護家族交流会を地域支援事業として開催。

○年に1回程度開催（家族交流事業を開催）
053-925-0034 ○ご家族同士が気軽におしゃべり出来る場を目指しています
○ご本人の来所については事前にご相談ください

鈴木 誠

御前崎市 認知症家族交流会

〒

15

○年３～４回開催
○日々の介護での悩みや不安、迷いなどのおしゃべり会

47

浜松市 共生（ともにいきる）

H26

431-3314

浜松市天竜区二俣町二俣2396-56
（地域包括支援センター天竜内）

48

浜松市 おしゃべり会

H27

431-3803

○年に2回程度開催
浜松市天竜区龍山町戸倉711-2
053-969-0088 ○ご家族同士が気軽にお話しできる場を目指しています
（地域包括支援センター北遠中央内）
○ご本人の来所については事前にご相談ください

49

浜松市

H8

434-0015

浜松市浜北区於呂1674-2

○月１回の例会（第3水曜日13:00～15:00）、会報発行月１回
053-588-1809 ○ご家族同士が気軽にお話しできる場を目指しています
○会場は「ふれあい交流センター浜北」です

50

認知症の人と家族の会
浜松市 静岡県支部浜松地区会
（ひだまりの会）

H30

432-8021

浜松市中区富塚町400
（株式会社浜松人間科学研究所内）

○不定期
053-522-8840 ○認知症カフェひだまり内で開催
○参加時は要連絡

51

レビー小体型認知症
浜松市
サポートネットワーク 静岡

52

浜松市

七色の会
（認知症の人を抱える家族の会）

浜松若年性認知症家族会
レインボー

26 河合和彦

奥山惠理子

浜松市中区富塚町400
432-8021
（株式会社浜松人間科学研究所内）

奥山惠理子

山岸えり

H29.12

432-8011

会場：浜松市中区城北1-24-5
（天竜厚生会城北の家)
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○開催は不定期です
○参加者は要連絡
053-522-8840
○開催詳細はＨＰをご覧ください
http://dlbsn.org/area/shizuoka.html
○月１回の茶話会（1回/月開催 木曜日１０：００～１２：００）
053-453-0553 ○１階喫茶くすの木内で開催
（浜松市社会福 ○開催日によっては、屋外等での開催も予定しています
祉協議会）
詳細についてはHPをご覧ください
https://rainbowhamamatsu.wixsite.com/jakunensei

