
 
 

 

“認知症を知ろう、考えよう!!” 

 

誰もが認知症になる可能性があります 

現在、認知症の高齢者は全国で約３００万人、８５歳以上では４人に１人が認知症です。 

２０２５年には４７０万人になる推計があります。（厚生労働省） 

 
     

認知症の人やその介護者は、人知れず悩んでいます。 

 『認知症になっても安心して暮らせる街  まつど』を目指して、 

みんなで認知症を正しく理解し、あたたかく見守り、 

          今からできることを実行していきましょう！！ 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

問い合わせ先 

松戸市 高齢者支援課   

電話：047（366）7343   FAX：047（366）7748 

E メール：mckaigoyobou@city.matsudo.chiba.jp 

 

 

認知症サポーター養成講座を受けよう！！ 

認知症を正しく理解し、認知症の人やその介護者の気持ちに添った接し方のコツ

を学びつつ、ご自分やご家族の健康も振り返りましょう！！ 

60 分～90 分の内容です。 

商店、コンビニ、学校、美容室、理容室、会社、町会、友人等で、参加者 10 人

以上を集め、場所を決めていただければ講師を派遣します。（10 人未満は、お問

い合わせください）何回受講していただいても OK です。 

 

認知症サポーター１万人を

目指しています。皆さん受

講してください。 

mailto:mckaigoyobou@city.matsudo.chiba.jp


 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

    

         

オレンジ声かけ隊の皆さんをはじめ、地域の皆さんに、 

行方不明になった認知症高齢者の探索へのご協力をお願いしています☆ 

松戸市では、松戸警察署・松戸東警察署と協定を結び、防災行政用無線を活用して、行方不明になった認

知症高齢者の探索を行っています。放送をお聞きになり、該当する高齢者を発見した場合、または情報提供に

ついては、お近くの交番もしくは警察署へご連絡してください。皆さんのご協力をよろしくお願いします。 

 

 

 

 

 

 

 

                   登録用メールアドレス → tmatsudo@sg-m.jp   QR コード → 

【松戸市安心安全メール】 

災害・不審者・犯罪などの情報を、自動的にメール配信するサービスです。 

ご登録いただいた皆様に、上記に関する行方不明高齢者の情報と、発見情

報をメール配信しています。 

 

【松戸市あんしん一声運動って？？】 

普段の生活の中で手助けが必要な高齢者を見かけた時に、「何かお困りですか？」「お手伝いしましょう

か？」と声をかけ、高齢者を地域全体で温かく見守っていくことを目指した運動です。この運動は『オレンジ声

かけ隊』が行ないます。 

 

松戸市あんしん一声運動に参加しよう！ 
 

認知症サポーターになったら…☆ 

 

【オレンジ声かけ隊って？？】 

 『オレンジ声かけ隊』は、市に登録した、松戸市あんしん一声運動に

参加する認知症サポーターの皆さんです。高齢者に優しく一声かける

ことで「認知症になっても安心して暮らせる街  まつど」を一緒につくり

ましょう。 
 【登録方法は？？】 

登録申請書に必要事項を記入して、高齢者支援課まで持参、メール、

FAX、郵送のいずれかの方法で申請してください。登録には、「個人登録」と

「お店・団体登録」の２種類があります。個人登録には登録証を、団体登録

にはステッカーをお渡しします。 

※登録申請書は松戸市ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞでﾀﾞｳﾝﾛｰﾄﾞできます。 

もしくは高齢者支援課へお問い合わせください。 

  

 

 

 

安心安全メールの 

登録はこちらから 



 

 

 

 

脳に酸素が取り込まれ、血流をよくします。生活習慣病予防にも効果的！ 

【有酸素運動とは？】 

ウォーキング、水泳、体操、サイクリングなどのように身体に 

酸素を取り込みながら行なう運動です。 

 
 

野菜・果物を食べよう！ 

野菜や果物に含まれるビタミン C・E・βカロチンには抗酸化作用があり、認知症予防に効

果的です。 

魚を食べよう！ 

特に青魚の不飽和脂肪酸（DHA・EPA）には、脳の血行 

や神経伝達をよくする働きがあります。 

   

  

  

認知症になる前から低下し始める３つの脳の機能（計画力・注意分割機能・エピソード記

憶）を鍛え、認知機能の低下を防ごう！ 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

有酸素運動 

食生活 

脳を使う生活 

計画力 

  段取りを考えて実行する 

例）・新しい料理を考える  

・旅行の計画を立てる 

・囲碁、将棋など 

 

 

エピソード記憶 

体験したことを思い出す            

例）・前日の日記をつける 

・レシートを見ないで家計簿をつける 

注意分割機能 

２つ以上のことに同時に注意を払う  

例）・相手の表情や気持ちに注意を向けながら

会話する 

・料理をするときに同時に何品か作る 

 

出典：東京都健康長寿医療センター研究所発行「認知症に強い脳を作ろう！」を一部改変 

生活の中で、脳の健康度をアップさせよう！ 



支援が必要な時は、一人で抱えず相談しましょう。地域包括支援センターは、高齢者の総合相談窓口

です。声かけだけでは心配な場合等は、ご気軽にご相談ください。 

 

① 
明第１ 

地域包括支援センター 

根本・吉井町・小根本・緑ケ丘 1～2 丁目・松戸新田・仲井町 1～3 

丁目・稔台・稔台 1～8 丁目・岩瀬・野菊野・胡録台 

☎  700 ‒ 5881 

FAX 700 ‒ 5567 

② 
明第２ 

地域包括支援センター 

栄町 1～8 丁目・栄町西 1～5 丁目・北松戸 1～3 丁目・上本郷・南花

島・樋野口・南花島 1～4 丁目・南花島中町・南花島向町・竹ケ花・ 竹

ケ花西町・古ケ崎・古ケ崎 1～4 丁目 

☎  382 ‒ 5707 

FAX 382 ‒ 5727 

③ 
本庁・矢切 

地域包括支援センター 

本町・松戸・小山・二十世紀が丘美野里町・上矢切・中矢切・下矢切・

栗山・三矢小台 1～5 丁目・二十世紀が丘柿の木町・二十世紀が 丘萩町・

大橋〔旧有料道路（県道松戸・原木線）西側〕 

☎  363 ‒ 6823 

FAX 710 ‒ 7198 

④ 
東部 

地域包括支援センター 

河原塚・田中新田・紙敷・紙敷 1～3 丁目・東松戸 1～4 丁目・

秋 山・高塚新田・和名ケ谷・大橋〔旧有料道路（県道松戸・原木線） 東

側〕      ・二十世紀が丘丸山町・二十世紀が丘中松町・二十世紀が丘 戸山町・

二十世紀が丘梨元町 

☎  330 ‒ 8866 

FAX 330 ‒ 8867 

⑤ 
常盤平 

地域包括支援センター 

金ケ作・千駄堀・常盤平 1～7 丁目・常盤平双葉町・常盤平

西窪町・常盤平陣屋前・常盤平柳町・牧の原・牧の原 1～2 丁

目・日暮・日暮 1～8 丁目・常盤平松葉町 

☎  330 ‒ 6150 

FAX 330 ‒ 6260 

⑥ 
五香松飛台 

地域包括支援センター 

串崎南町・串崎新田・松飛台・五香 1～8 丁目・五香西 1～6 丁目・ 

五香南 1～3 丁目・五香六実 

☎  385 ‒ 3957 

FAX 385 ‒ 3958 

⑦ 
六実六高台 

地域包括支援センター 
高柳・高柳新田・六実 1～7 丁目・六高台西・六高台 1～9 丁目 

☎  383 ‒ 0100 

FAX 383 ‒ 2288 

⑧ 
小金 

地域包括支援センター 

幸田・幸田 1～5 丁目・中金杉 1～5 丁目・平賀・東平賀・殿平賀・ 

久保平賀・大金平 1～5 丁目・大谷口・小金・小金きよしケ丘 1～5 

丁目・小金上総町・小金清志町 1～3 丁目・二ツ木・二ツ木

二葉町・根木内（国道 6 号西側） 

☎  374 ‒ 5221 

FAX 349 ‒ 0560 

⑨ 
小金原 

地域包括支援センター 
根木内（国道 6 号東側）・小金原 1～9 丁目・栗ケ沢・八ケ崎1 丁目 

☎  383 ‒ 3111 

FAX 385 ‒ 3071 

⑩ 
新松戸  

地域包括支援センター 

横須賀 1～2 丁目・七右衛門新田・新松戸 1～7 丁目・主水新田・新

松戸南 1～3 丁目・新松戸東・新松戸北 1～2 丁目・西馬橋 1～

5 丁 目・西馬橋相川町・西馬橋蔵元町・西馬橋幸町・西馬橋広手町・旭

町 1～4 丁目・外河原・馬橋（JR 線西側） 

☎  346 ‒ 2500 

FAX 346 ‒ 2514 

⑪ 
馬橋  

地域包括支援センター 

馬橋（JR 線東側）   ・  三ケ月  ・  幸谷・八ケ崎 ・ 八ケ崎緑町 ・ 八ケ崎2～8 丁 

目・中根 ・ 新作 ・ 中根長津町 ・ 中和倉 

☎  374 ‒5533 

FAX ３ ７ ４  ‒ ５５０１ 


