
令和３年８月１３日 

 

日本認知症官民協議会 参加団体 各位 

 

厚生労働省老健局認知症施策・地域介護推進課  

 

 

 

「世界アルツハイマー月間」（９月）における 

普及・啓発イベントへのご協力のお願い 

 

  

毎年、９月 21日は「世界アルツハイマーデー」、また、９月は「世界アルツハイマー月間」

となっています。1 

認知症の人やその家族が地域のよい環境で自分らしく暮らし続けるためには、認知症への

社会の理解を深め、地域共生社会を目指す中で、認知症があってもなくても、同じ社会の一

員として地域をともに創っていくことが必要です。このため、令和元年６月 18 日に取りま

とめられた「認知症施策推進大綱」においても、世界アルツハイマーデー及び月間の機会を

捉えて認知症に関する普及・啓発イベントを集中的に開催していくこととされています。 

日本認知症官民協議会参加団体の皆様におかれましても、本取組の趣旨をご理解いただき、

認知症に関する理解促進のための取組にご協力を賜りますよう、よろしくお願い申し上げま

す。 

 

記 

 

１ 実施期間 

令和３年９月中 

※１ヶ月を通しての開催、１日限りの開催など、期間は任意でご設定ください。 

 

２ イベント内容 

  別添資料に記載の取組例（令和２年度）をご参考に、自由にご検討ください。 

  また、加盟団体や傘下企業等へも積極的な参加呼びかけをお願いいたします。 

  （例） 

   ・ 自社ビルのオレンジライトアップ 

   ・ 窓口での啓発グッズ、パンフレット等の配布 

 

  なお、各団体・企業で実施された取組について、情報をお寄せいただければ厚生労働省

ホームページにてご紹介させていただきますので、積極的なご提供をお願いいたします。

イベント概要や写真等の資料（一般公開可能な内容に限る）を下記担当者宛てメールにて

                                            
1 1994年「国際アルツハイマー病協会」（ADI）は、世界保健機関（WHO）と共同で毎年

9月 21日を「世界アルツハイマーデー」と制定し、この日を中心に認知症の啓蒙を実施し

ています。また、2012年からは９月を「世界アルツハイマー月間」と定め、様々な取り組

みを行っています。 



お送りください。 

  

（担当者） 

厚生労働省老健局認知症施策・地域介護推進課 

認知症施策推進係  村上、竹藤 

TEL:03-5253-1111（内線 3973） 

 FAX:03-3503-7894 

  Mail:ninchisyo@mhlw.go.jp 



「世界アルツハイマー月間」（９月）における

中央合同庁舎第５号館の

オレンジリングドレスアップについて

令和３年８月

老健局 認知症施策・地域介護推進課

【日本認知症官民協議会参加団体宛て】



○ 国際アルツハイマー病協会（ADI）が世界保健機関（WHO)と共同で9月21日を「世界アルツ
ハイマーデー」と定め、この日を中心にアルツハイマー病の啓蒙を実施しています。
また、ADIは 9月を「世界アルツハイマー月間」と定め、様々な取り組みを行っています。

○ 取組の一環として、令和元年度より認知症施策推進関係閣僚会議に参加する各省庁が入る中央合同
庁舎におけるオレンジリングドレスアップを実施しており、今年度もご協力をお願いいたします。

【実施期間】

令和３年９月15日（水）～９月21日（火）（18時頃～20時頃。土日祝日は含まない。）（予定）

※ 令和２年度実績 ：９月15日（火）～ ９月18日 （金）

【実施方法】
各省庁においてオレンジ色の用紙を窓に貼り、事務室の照明によりオレンジリングの形を浮かび上が

らせる。（ 18～20時まで用紙を貼付した窓のブラインドを上げ、室内照明を点灯させる）

【報道機関への周知（予定）】

記者クラブに事前にプレスリリースし、近隣ビルにて撮影会を実施。
※ 令和２年度実績 ： 日時：９月15日（火）18:00～18:30

場所：市政会館（日比谷公園内）６階西側屋上

（参考）令和２年度実施省庁

警察庁、金融庁、総務省、法務省、文部科学省、農林水産省、経済産業省、国土交通省、厚生労働省
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１．趣旨・内容

２．実施期間・実施方法
オレンジリングとは・・・
認知症について正しく理解し、認知症の人や家族
を温かく見守り、支援する応援者である「認知症
サポーター」の受講証明の一つ。

【ドレスアップ期間中における、オレンジ色用紙貼り付け対象課室へのお願い事項】※５号館の場合
① 18時頃から20時頃まで用紙を貼付した窓のブラインドを上げる
② 18時頃から20時頃まで室内照明を点灯させる
※ 20時までに課室内の全職員が退庁する場合は、室内照明を点灯させたまま施錠する。



令和2年度ドレスアップ実施時の状況

金融庁
（中央合同庁舎７号館）

法務省
（旧本館（赤れんが棟）

農林水産省
（南別館）

厚生労働省
（中央合同庁舎５号館）

経済産業省
（中央合同庁舎７号館）

文部科学省
（中央合同庁舎７号館）

総務省、警察庁、国土交通省
（中央合同庁舎２号館）

○ 事務室の通常の照明により浮かび上がる

○ 紙の貼り付け対象外課室における消灯は不要



旧制木造中学校（青森県つがる市） 臨江閣（群馬県前橋市）

オレンジリングモニュメント
（愛知県大府市）

彦根城（滋賀県彦根市）

香川県庁オレンジドレスアップ
（香川県）

宜野湾市民会館（沖縄県宜野湾市）

彦根城（滋賀県彦根市）

この他、多数の取組がありました。厚生労働省ホームページにて公表してます（P5参考）。

（参考１）令和２年度 各地におけるオレンジライトアップ
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（参考２）令和２年度 各地におけるイベントの実施

【概要】

9月21日を中心に、各地で様々なイベントが実施されました。

（例）
○ 認知症に関するパネル展示やクイズ、物忘れ度測定会、相談会などの実施。

○ 市民向け講演会、研修会の開催。

○ 認知症に関する映画、ＤＶＤの上映会。

○ 図書館に、認知症に関するコーナーの設置（図書の紹介、情報提供など）

○ 地域の広報誌で、世界アルツハイマーデーについて周知・啓発。

○ ケーブルテレビやＦＭラジオで、認知症についての普及・啓発。

○ オリジナルグッズの作成・配布。

○ ギャラリーにて認知症の文化展を開催。

○ 街頭で啓発のためのパンフレットやティッシュの配布。 等。

各地域の活動一覧は、こちらに掲載しています。

◆厚生労働省ホームページ

世界アルツハイマーデー及び月間 （令和２年度）

→ ２．各地のイベント等 関係イベント等について

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/alzheimerday2020.html
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（参考３）【注意喚起】イベント実施時の留意事項

イベント等の開催に当たっては、各地域の状況に即した開催要件や、業種毎の感染拡大予防ガイドライ
ン等を踏まえた対応等が求められています。
イベント開催時には、開催地域での要件をご確認頂いたうえで、感染防止対策に留意頂きながら実施をお

願いします。

上記は特定都道府県（緊急事態宣言の対象区域に属する都道府県）についての記載ですが、まん延防止
等重点措置を実施すべき区域である都道府県や、緊急事態宣言及びまん延防止等重点措置終了後の都道府県
等でも開催制限がありますので、開催地域での要件のご確認をお願いします。
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新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針（抜粋）
令和２年３月28日（令和３年８月５日変更）

新型コロナウイルス感染症対策本部決定

三新型コロナウイルス感染症対策の実施に関する重要事項
（３）まん延防止

２）催物（イベント等 ）の開催制限
特定都道府県は、当該地域で開催される催物（イベント等）について、観客の広域的な移

動や催物前後の活動などで生じる、催物に係る感染拡大リスクを抑制し、また、催物におけ
る感染防止対策等を徹底する観点などから、主催者等に対して、法第24条第９項に基づき、
別途通知する目安を踏まえた規模要件等（人数上限5,000人かつ収容率50%等）を設定し、
その要件に沿った開催の要請を行う とともに、開催を 21時までとするよう要請を行うもの
とする 。併せて、開催に当たっては、業種別ガイドラインの遵守の徹底や催物前後の「三
つの密」及び飲食を回避するための方策を徹底するよう、主催者等に求めるものとする。
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３．取組の周知

○ 各省庁における「オレンジリングドレスアップ」については、今年度も厚生労働省よりプレス
リリースを行い、実施の様子（写真）のホームページ掲載を行います。

○ 各団体・企業などで取り組んでいただいた内容について、実施の様子（イベント概要や写真
など）をご提供いただけましたら、厚生労働省ホームページに取組事例として掲載いたします。
積極的にご提供いただけますと幸いです。

○ 事前のＰＲなど、厚生労働省としてご協力できる内容がございましたらご相談ください。

子どもからお年寄りまで、

さまざまな人へ認知症への理解を広めるためには、

皆さまのご協力が必要です。

ぜひ積極的な取組をお願いいたします。



2021年度「家族の会」支部・関係団体ライトアップ等の一覧 
 （７月 16日現在） 

新 支部名  ライトアップ・イベント内容 

 北海道 

ライトアップ 

ミニコンサート 

認知症カフェ 

幣舞橋 

🈟幣舞橋公園モニュメント 

🈟五稜郭 

新 青森 ライトアップ 

むつ市体育施設 

観光施設 

旧制木造中学校講堂 

八戸市介護予防センター 

八戸市総合保健センター 

新 宮城 ライトアップ 石ノ森萬画館 

 山形 ライトアップ 

文翔館 

上山城 

旧米沢高等工業学校本館 

 茨城 ライトアップ 
茨城県水戸芸術館 

🈟牛久シャトー日本遺産 

 栃木 ライトアップ 宇都宮市八幡山公園タワー（9/17～9/23） 

 埼玉 ライトアップ ソニックシティビル 

新 千葉 ライトアップ 千葉市ポートタワー 

 神奈川 ライトアップ 

神奈川県庁 

横浜開港記念会館 

コスモクロック 

江の島シーキャンドル（予定） 

新 新潟県 ライトアップ 新潟ユニゾンプラザ 

 富山 ライトアップ 

県庁前公園内噴水 

環水公園・天門橋  

インテックビル（タワー１１１） 

富山城（９/２１・２２日） 

 石川 未定  

 福井 
ライトアップ 

ミニコンサート 
一乗谷朝倉氏遺跡 

 山梨 ライトアップ 甲府駅前 信玄公像 

 静岡 ライトアップ 
東名高速道路富士川ＳＡ （上り） 

大観覧車フジスカイビュー 

 愛知 未定  

 三重 ライトアップ 🈟蟠龍櫓 

 滋賀県 ライトアップ 彦根城 

 京都 ライトアップ 京都タワー、京都府庁、京都市京セラ美術館（予定） 

 大阪 ライトアップ 

万博公園太陽の塔 

🈟大阪市庁舎前モニュメント 

🈟中之島界隈の橋梁 

 兵庫 ライトアップ 

明石海峡大橋 

姫路城 

モザイク大観覧車 等 

新 和歌山 ライトアップ 
ビックホエール（9/21を挟み 14日間） 

稲村の火の館（日程未定） 



 鳥取 ライトアップ 
鳥取駅前広場＆駅前商店街 

🈟米子市 

 島根 ライトアップ 
🈟松江城 

TSK本社テレビ塔 

 岡山 ライトアップ 
🈟北長瀬駅前商業施設（岡山市）  

美作大学構内（津山市） 

 広島 ライトアップ 広島城 

 山口 ライトアップ 

海峡メッセ 

瑠璃光寺 

萩金谷天神 

🈟萩駅舎 

🈟錦帯橋 

 愛媛 ライトアップ 🈟愛媛県庁 

 高知 ライトアップ 高知城 

 佐賀 ライトアップ 

佐賀県庁 

佐賀大学美術館 

吉野ヶ里公園 

🈟江北町みんなの公園 

🈟伊万里ロイヤルチェスター結婚式場 

🈟唐津城 

 長崎 ライトアップ 

長崎市稲佐山テレビ電波塔（9月 20日～24日） 

佐世保市ハウステンボスドムトールン（9月 20日～24日）  

大村市の大村公園内板敷櫓（9月 1日～30日）             

大村市のボートレース大村広告塔（9月 1日～9月 30日） 

大村市の市民交流プラザ（9月 1日～30日） 

 熊本 ライトアップ サクラマチクマモト 

 宮崎 ライトアップ 宮崎県庁 

 合計 ライトアップ 69ヶ所（予定含む）、イベント ３ヶ所 

 



2021年度世界アルツハイマーデー記念講演会計画一覧

支部名 日 曜日 時 会場 講師 肩書 演題
参加予定

人数
参加費

北海道 9月21日 (火) 未定  井出訓  放送大学教授 未定 30 無料

青森県 中止

岩手県 中止

宮城県 11月13日 (土) 13:00～15：30 仙台市シルバーセンター   交流ホール 未定 未定 100 無料

秋田県 未定

山形県 中止

福島県 10月3日 (日) 13:30～15：30 いわき市産業創造館（ラトブ）6F企画展示ホール 丹野智文 オレンジドア代表 認知症とともに生きる 100 無料

茨城県 11月14日 (日) 13:00～15：30 ヒロサワ・シティ会館小ホール 新井平伊
順天堂大学名誉教授・アルツクリニック東
京院長

未定 200 無料

栃木県 中止

群馬県 9月19日 (日) 13:30～16：00 群馬県社会福祉総合センター　ホール 未定 未定 未定 50 未定

埼玉県 9月18日 (土) 13:30～16：00 埼玉会館　小ホール 玉置妙優
看護師・僧侶・スピリチュアルケア師・
ケアマネジャー・看護教員

「死にゆく人の心に寄りそう」 240 無料

千葉県 10月8日 (金) 13:00～16：00 千葉市文化センター　３F　アートホール
1，柏戸孝一
2，吉山ゆか

1，柏戸病院
2，笑いヨガ講師

（仮題）　「認知症の全体像　予防とケア」 250 無料

神奈川県 9月26日 (日) 13:00～15：30 横浜市健康福祉総合センター　ホール － － 映画上映「長いお別れ」 150 有料

新潟県 9月12日 (日) 13:30～15：30 新潟市総合福祉会館 宮崎　則男 新潟県介護福祉士会会長 未来を拓く介護の現場 80 無料

富山県 9月18日 (土) 13:30～15：00 サンフォルテ２階ホール 早川岳人 立命館大学教授 （仮題）早川一光から学んだこと・引き継ぐこと 100 無料

石川県 未定

福井県 9月19日 (日) 14:00～15：30 国際交流会館（ハイブリッド開催） 高井隆一 （仮題） JR裁判からみえた認知症介護 150 無料

山梨県 未定 無料

長野県 未定

岐阜県 9月12日 (日) 13:00～14：30
OKBふれあい会館　他５会場
（講演の録画をWeb配信予定）

未定 未定 会員と地域住民　80～120名 80 無料

静岡県 9月26日 (日) 14:00～15：30 静岡県男女共同参画センター「あざれあ」4F第一研修室 山田静雄
静岡県立大学特任教授（大学院薬学研
究院）薬学研究院付属薬食研究推進セ
ンター長

脳の健康～こころ・からだ・たべもの・くすり～ 40 無料

愛知県 9月26日 (日) 13:00～15：30 東海市芸術劇場　多目的ホール 武地一
藤田医科大学病院　認知症・高齢診療
科教授

認知症について 100 無料

三重県 9月12日 (日) 13:30～15：30 三重県総合文化センター生涯学習棟４F中研修室・オンライン併用 諸戸智美 認知症看護認定看護師　津の世話人
ナースのダブルケア体験談（子育てと認知症家族介
護）　認知症とともに生きる仲間とオンライン体験交
流してみよう！

50 無料

滋賀県 11月22日 (月) 13:30～16：00 あかね文化ホール小ホール（ハイブリッド開催）
1，國松善次
2，西川一子

1，元滋賀県知事
2，音楽療法士

『仮）認知症と音楽療法』 70 無料

　（７月８日現在）
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支部名 日 曜日 時 会場 講師 肩書 演題
参加予定

人数
参加費

大阪府 9月25日 (土) 10:00～12：00 大阪府立男女共同参画・青少年センター（ドーンセンター） 久保田翠
認定ＮＰＯ法人クリエイティブサポートレッ
ツ理事長

（仮題）障害者支援から認知症介護の未来を考える  100 無料

兵庫県 9月18日 (土) 13:30～15：30  兵庫県農業会館 未定 未定 150 無料

奈良県 12月4日 (土) 13:00～15：00 奈良市学園前ホ－ル 松本一生 医師 （仮題） 認知症フォ－ラム2021奈良　100～300人 150 無料

和歌山県 9月19日 (日) 10:00～1600 メディアアートホール
映画上映「長いお別れ」 ・本人交流会・本人との対
談予定

100

鳥取県 10月17日 (日) 13:00～16：00 米子国際プラザファミリーホール 片山禎夫 片山内科クリニック医師 私が考える認知症治療と新薬情報 100 無料

島根県 9月25日 (土) 13:30～15：00 大社文化プレイス　うらら館 三橋良博 神奈川県支部世話人 未定 100 無料

岡山県 9月18日 (土) 13:00～16：00 岡山県総合福祉・ボランティア・NPO会館　　３０１会議室
1，妻井令三
2，有田　博紀

1，元岡山県支部顧問
2，家族の会会員・NPO法人ライフサポー
ト理事長

「家族の会」岡山県支部の過去と未来を語る 100 無料

広島県 9月23日 (木) 13:00～15：30 竹原市民館
1，高見 国生
2，小山田  孝裕
3，理学療法士

1， 認知症の人と家族の会 前代表理事
2，広島県東部認知症疾患医療センター
センター長
3，理学療法士

1， 「ぼけても心は生きている」
2， 「認知症疾患医療センターの取組」
3，「いきいきはつらつ体操」

300 無料

山口県 中止

徳島県 未定

香川県 未定

愛媛県 10月2日 (土) 13:30～16：00 聖カタリナ大学松山キャンパス（予定） 斎藤（予定） 介護家族（予定）
介護家族の立場から
　→　その後シンポジウム（予定）

高知県 11月13日 (土) 13:00～未定 高新文化ホール 丹野智文 オレンジドア代表 未定 140 無料

福岡県 11月13日 (土) 13:00～16：00  福岡市市民福祉プラザ　５０２・５０３  号室 早川岳人 立命館大学　衣笠総合研究所機構
（仮題）「家族の会の歴史と現状、そして今後の取り
組み」

100 無料

佐賀県 中止

長崎県 中止

熊本県 10月9日 (土) 13:00～16：00 くまもと県民交流館パレアホール 元田真一 株式会社シンパクト（介護事業所）代表  「つなぐ 」 300 無料

大分県  11月6日 (土) 13:00～15：00 中津文化会館　大ホール 未定 200 無料

宮崎県 9月11日 (土) 13:30～16：00 宮崎市総合福祉保健センター　視聴覚室 藤元ますみ
けんなん病院副院長　認知症疾患医療
センター長

ご本人の病気をまわりの人に知ってもらうことの大切
さ

50 無料

鹿児島県 9月25日 (土) 12:00～16：00 県社会福祉センター大会議室 福本知子 コロナ禍での私達 20 無料

沖縄県 9月19日 (日) 13:00～15：00 北中城総合福祉センター
1，新里勝則
2，喜屋武直子
3，仲里宏淳

1，2，認知症本人
3，進行サポート

認知症になって変わった人生観 100 無料

小計（支部） 3,800

本部（京都） 9月23日 (木) 13:00～16：30 京都テルサ 安藤和津 エッセイスト、コメンテーター 介護から学んだ大切なこと～認知症の母と過ごして～ 500 1,000

本部（東京） 9月26日 (日) 13:30～16：00 牛込箪笥区民ホール 石飛幸三  芦花ホーム医師 今年こそ変わる終末期医療〜穏やかな最期を迎えるために〜 180 無料

計（本部・支部） 4,480
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2021年度「この街で笑顔で生きる認知症」統一標語

支部名 地区名 参加予定人数 地区名 参加予定人数

（江別）
イオン江別店
イオンタウン江別店
フードD大麻店

（9/18） 9名 （釧路） 幣舞橋　9/1、9/22 （9/1） 10名

福祉センター1F （9/21） 6名 （札幌） 北海道庁1Fホール （9/3） 3名

（滝川）
滝川市役所前
滝川市立病院

（9/17） 12名 （苫小牧） 苫小牧駅前広場 （9/11） 10名

（砂川） AiAi砂川店 （9/16） 7名 （白老） ツルハドラッグ白老店前 （9/21） 5名

（函館） 五稜郭タワー （9/21） 6名 （別海） 別海中央公民館 未定 5名

（砂川） 上砂川町民センター 未定 7名 （未定） 未定 （9/18） 4名

（今金） 今金町役場・としべつ・国保病院 （9/3） 8名

（奈井江）
JA奈井江店
スーパーふじ店前

（9/12） 6名

青森県 中止

（宮古） 宮古駅前 （9/19） 5名

（盛岡） 肴町アーケード （9/19） 8名

（岩手） 岩手町沼宮内秋祭り （10/10） 3名

（八幡平） ベルフ　八幡平 （9/23） 5名

宮城県 中止

秋田県 （秋田） 未定

山形県 （山形） 未定

（福島） 福島駅東口 （9/19） 30名 （南相馬） イオンモール南相馬店 （9/18） 10名

（郡山） イトーヨーカドー郡山店 （9/19） 15名 （白河） ヨークベニマル白河店 （9/19） 10名

（会津若松） リオンドール会津若松店 （9/18） 10名

茨城県 （筑波） イオンモールつくば店 （9/19） 100名 （水戸内原） イオンモール水戸内原店 （9/19） 30名

栃木県 中止

群馬県 中止

（大宮） JR大宮駅西口 （9/21） 50名 （川越） 川越駅 （9/21） 50名

（熊谷） 熊谷駅南口 （9/21） 60名 （上福岡） 紙福岡駅 （9/21） 40名

千葉県 （千葉） 千葉駅前 （9/21） 35名 （津田沼） 津田沼駅デッキスペース （9/21） 15名

東京都 （東京） JR信濃町駅付近 （9/22） 20名

神奈川県 （神奈川） 桜木町駅前 （9/26） 40名

新潟県 中止

富山県 中止

石川県 未定

福井県 （福井） 福井駅周辺 （9/19） 10名

福島県

埼玉県

岩手県

2021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：2021年9月21日(火）

街頭活動 街頭活動

北海道

　（７月１日現在）



支部名 地区名 参加予定人数 地区名 参加予定人数街頭活動 街頭活動

山梨県 （山梨） いきいき山梨ねんりんピック会場 （9/25） 15名

長野県 未定

岐阜県 未定

静岡県 中止

愛知県 中止

（伊賀） イオンタウン内マックスバリュ上野店 （9/14） 10名

（桑名） 中止

（鈴鹿） 中止

（湖南） 平和堂石部店前 （9/21） 10名

（竜王町） 竜王町フレンドマート前 （9/21） 10名

（京都） 京都駅前 （9/21） 20名 （亀岡） 亀岡市 （9/4） 15名

（宇治） 宇治市 （9/3） 30名

（大阪） インテックス大阪（バリアフリー展関西）8/25～8/27 （8/25） 20名

（大阪） 中之島公園付近 （9/21） 10名

兵庫県 （神戸） 神戸市元町駅周辺 （9/18） 30名 （姫路） 姫路城周辺 （9/21） 30名

奈良県 中止

和歌山県 （和歌山） 和歌山駅等 （9/12） 20名

鳥取県 （米子） 米子市鳥取大学医学部付近 （9/21） 10名 （鳥取） 鳥取駅前広場＆駅前商店街 （9/21） 10名

未定

（岡山） 岡山天満屋本店前 （9/18） 20名 （井笠） 検討中

（倉敷） イオンモール倉敷前 （9/2） 15名

（広島）
広島市中区
紙屋町周辺
八丁堀周辺

（9/21） 30名 （三次） 三次市内　未定

（福山） 福山市内 20名

（下松） 下松市スーパーサンリブ （9/19） 20名 （宇部） 宇部市フジグラン （9/19） 8名

（山口） 山口市商店街（井筒屋前） （9/20） 10名 （未定） 未定 （9/20） 10名

（小松島） 小松島市　あいさい広場（産直市） （9/20） 12名

（徳島） 徳島市　キョーエイ沖浜店 （9/21） 8名

香川県 （未定） 未定 （9/21） 5名

愛媛県 （松山） いよてつ松山市駅　高島屋前 （9/11） 15名

高知県 （高知） 高知市帯屋町商店街　大丸前 （9/19） 15名

滋賀県

徳島県

島根県

岡山県

広島県

山口県

三重県

京都府

大阪府



支部名 地区名 参加予定人数 地区名 参加予定人数街頭活動 街頭活動

（福岡） 天神三越前 （9/22） 20名 （行橋） 「ゆめタウン行橋」出入口 未定 15名

（久留米） 西鉄久留米駅　コンコース （9/11） 15名 （中間） 「イオンモール福津」出入口 未定 15名

（直方） 市内中心商店街 （9/5） 30名 （福津）
「イオンモール福津」
出入口

未定 30名

（北九州）

①JR小倉駅周辺
(歩行者デッキ）
②JR黒崎駅周辺
(歩行者デッキ）　　　4ヶ所

未定 180名

佐賀県 中止

（大村市） 大村市駅前アーケード入り口（コレモ大村前） （9/17） 15名 （北松浦） 北松浦郡小値賀町（商店街） （9/21） 5名

（佐世保市） 佐世保市四ケ町アーケード（島瀬講演前） （9/18） 40名 （壱岐市）
①壱岐市マリンパレス壱岐
②イオン壱岐店

（9/22） 8名

（長崎市） 長崎市浜町アーケード（ハマクロス411前） （9/19） 30名 （長崎市）
長崎県庁1階玄関エントランスホー
ル（延べ50名）

9/10～9/24 50名

熊本県 （熊本） 未定

（宇佐） ミスターマックス宇佐店前 （9/4） 15名 （由布） 挟間イオン前 （9/21） 41名

（臼杵）
①ｺｰﾌﾟ臼杵店前
②サンリブ臼杵店前　　の二ヶ所

（9/15） 13名 （中津） イオン三光 （9/21） 21名

（津久見）
①コープﾟ大分
②マルショク津久見店　の二ヶ所

（9/15） 11名 （国東）
①国東市民病院前
②武蔵エース前　　　　の二ヶ所

（9/22） 26名

（豊後大野）
①トキハ　②フレイン
③トライアル　　　　　　　の三ヶ所

（9/15） 73名 （豊後高田） マックスバリュ豊後高田店前（予定） （9/30） 23名

（杵築）
①杵築市サンリブ前
②山香神田楽市前　　の二ヶ所

（9/17） 11名 （竹田） 竹田市　詳細未定 9月中 20名

（佐伯） サンリブさいき （9/18） 20名 （日田） 日田市　詳細未定 9/21前後

（大分） 大分駅北側市民広場 （9/19） 25名

宮崎県 （宮崎） 山形屋デパート前 （9/11） 20名

（鹿児島） 鹿児島市天文館 （9/20） 20名 （鹿児島） 鹿児島市中央駅 （9/20） 10名

（鹿児島） 鹿児島市いづろ通り （9/20） 10名

（南部） イオン八重瀬 （9/18） 15名 （八重山） イオン八重山 （9/19） 10名

（中部） イオンライカム （9/19） 20名 （北部） JAファーマーズ （9/20） 10名

合計 （37支部） 114ヶ所 1926名

沖縄県

長崎県

大分県

鹿児島県

福岡県


