安心して暮らせるまち
“もりやま”を目指して
守山区に住む高齢者の方々には、みなさまの生活
を応援するたくさんの人やサービスがあります。
窓口です
私が総合相談
談ください
なんでもご相

ケアマネジャー

いきいき
支援センター

住み慣れた守山区で
私たちが望む暮らしが
したいね〜

かかりつけ医

介護サービス

給食会など
交流の場

老人ホーム
ショートステイ
デイサービス
訪問看護
ホームヘルプ

趣味仲間
家族会

民生委員
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ご近所さん

みなさま一人ひとりの望む生活を支援するために、
みなさまを中心にして地域で支えていきます。

認知症かなぁ？チェック
早期発見、早期対応のために。
んと
ゃ
ち
ス
モリ
して
チェック
みよう

□

同じことを言ったり聞いたりする。

□

物の名前が出てこなくなった。

□

置き忘れやしまい忘れが目立ってきた。

□

以前はあった関心や興味が失われた。

□

だらしなくなった。

□

日課をしなくなった。

□

時間や場所の感覚が不確かになった。

□

慣れたところで道に迷った。

□

財布などを盗まれたと言う。

□

ささいなことで怒りっぽくなった。

□

蛇口・ガス栓の締め忘れ、火の用心ができなくなった。

□

複雑なテレビドラマが理解できない。

□

夜中に急に起き出して騒いだ。

心当たりがあって不安な方は、かかりつけ医または、
いきいき支援センター へご相談ください。
3

早期発見・早期対応には
メリットがあります！

◎

認知症のような症状は軽減できる場合があります。適切な
治療が早いほど、認知症の進行を遅らせたり、生活上の困
りごとを少なくできたりするなどの治療効果が期待できま
す。そのため、“認知症かな？”と感じたら、1 日も早く
認知症の専門医に診てもらうことが大切です。

◎

介護するご家族も、認知症の介護について正しい知識を身
につけたり、仲間を見つけたりする時間をもつことができ
るようになります。

◎

認知症が進行しても自分らしく生活することができます。
認知症が進行する前に自分の状態を理解して、このまま認
知症が進行したらどのような支援が受けられるのかを確認
し、周りの方にも自分の生き方や考え方を理解してもらう
ことが大切です。
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認知症に関する検査について
１．どうして医師の診断が必要なの？
認知症の症状が現れた場合、原因を探すことが大切です。
認知症の原因などによって、その後の生活上の注意点や治療
が変わってきます。また、何かの病気で認知症のような症状
が出ることもあるので、病院で検査が必要となります。
認知症の診断は初期ほど難しく、専門の検査も必要となっ
てきますので、まずはかかりつけ医にご相談ください。

２．何科に行けばいいの？
認知症は、「神経内科」「精神科」「心療内科」「脳外科」あ
るいは「もの忘れ外来」で診断できます。

３．どのような検査をするの？
（もりやま総合心療病院認知症疾患医療センターの場合）
頭部 CT、レントゲン、尿検査、血液検査、心理検査、心電
図などの諸検査を行い、認知症の専門医が総合的に診断いた
します。診断後は長期的経過の観点も含め今後の治療方針に
ついてご説明をいたします。診察、検査で３〜 4 回通院をし
ていただきます。検査には保険診療が適用されます。
認知症に関連した日常の困りごとなど、精神保健福祉士へ
の相談も可能です。かかりつけ医からのご紹介の場合は、検
査や診断結果をかかりつけ医へ報告しますので、その後の受
診はかかりつけ医とご相談ください。
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気軽にお電話ください
守山区東部いきいき支援センター
（小幡南 1-24-10 守山区社会福祉協議会内）

TEL ７５８－２０１３

FAX ７５８－２０１５

天子田、大森、大森北、小幡、苗代、本地丘、森孝西、森孝東
小学校区にお住まいの方

守山区東部いきいき支援センター分室
（吉根南１４０１）

TEL ７３６－００８０

FAX ７３６－００８１

吉根、志段味西、志段味東、下志段味
小学校区にお住まいの方

守山区西部いきいき支援センター
（瀬古東 2 − 411）

TEL ７５８－５５６０

FAX ７５８－５５８２

小幡北、白沢、瀬古、鳥羽見、西城、廿軒家、二城、守山
小学校区にお住まいの方

いきいき支援センターは、介護や福祉、認知症の
なんでも相談窓口です。
お気軽にご相談ください。

その他の相談窓口については 14 ページ以降をご覧ください。
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認知症ケアパスをみてみよう！
１．認知症ケアパスってなに？
認知症ケアパスとは ･･･
① 認知症の進行に伴う症状がわかる。（横軸）
② 認知症の症状によって使える制度やサービスがわかる。
（縦軸）
この、①と②をあわせて、一覧表にしたものを認知症ケアパ
スと言います。

２．認知症ケアパスを作るのはなぜ？
認知症は、誰でもなってしまう可能性がある病気です。認知症
ケアパスを活用することで、症状がどのように進むのかがわかりま
す。また症状によって、利用できる制度やサービスなどがわかります。
認知症という病気を知ることで、病気に対する不安を軽減させたり、
これからの生活を考えるきっかけづくりになります。
認知症になったら、何もわからなくなるんでしょ？

それは大きな間違いです。
確かに、いろいろなことがわからなくなってしまうこともあります。
しかし、楽しい、嬉しい、嫌だ、悲しいといった感情はずっとあります。

今から備える生活を始めて、自分らしい生き方を
考えてみませんか？
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認知症ケアパス（右にいくほど認知症の症状が進行している状態）
健康
認知症
の進行

家族の気持ち

心がまえ

ひとりで生活ができる

見守りが必要

手助け・介護が必要

常に介護が必要

□入浴・食事・トイレなどに手助けが必要

□言葉による意思表示・理解が困難になる。

□重要な約束を忘れる。

□計画的な買い物ができない。

□買い物やお金の管理ができない。

□
「あれ」
「それ」ばかり

□お札ばかりで支払いをする。

□服薬管理ができない。

□食事など作る段取りができない。

□電話の応対や訪問者の対応が困難。

□洗面、歯磨きなどに手助けが必要になる。 □食べることの理解ができなくなったり、

□忘れていてもヒント

□日時が分からない。

□道に迷うことがある。

□食べ物以外を口に

があれば思い出す。

□外出が少なくなる。

□あるだけたくさん食べてしまう。

□疲れやすい、音や光に敏感になる。

□年齢を実際より若く言う。

言う。

こんなことは
ありませんか

家族の

認知症の疑い

この表は、アルツハイマー型認知症の進行と主な症状をもとに作成しています。認知症の原因となる疾患や身体の状況などに
より経過は異なります。今後を見通す参考にしてください。

・さっきも言ったでしょ。忘れたの？
□早めにいきいき支援センター
に相談してみてはどうですか？
□認知症や介護について学んで
みませんか？

□日中眠っている時間が多くなる。

になる。

入れようとする。

・わざとやっているんでしょ。怒ったらいかんけど、腹が立つ。もう限界。

□腹が立ってあたりまえ。ひとりで抱え込まないで、介護仲間をつくりましょう。
交流会や電話相談がありますので、情報を得る機会をつくりませんか？
□どのような医療や介護のサービスがあるかを知って、早めに介護サービスを利用
して、がんばりすぎない介護をこころがけましょう。
□認知症を隠さないで身近な人には伝えて理解者や協力者をつくりましょう。

飲み込みにくくなる。

・いつまで続くの？これからどうしよう。

□介護者あっての介護です。まずは自分のことや健康を大切にしましょう。
□今後のことを一度みなさんでお話してみませんか？
□ケア方法について、早い段階で医師やケアマネジャーなどと相談し、どういっ
た対応が必要か確認しておきましょう。

※名称の説明は 10 〜 11 ページをご覧ください。

本人・家族を支援する主な制度やサービス等

相談
窓口

①いきいき支援センター
②ケアマネジャー
③守山区在宅医療・介護連携支援センター
④認知症の人と家族の会
⑤家族支援事業 ⑥認知症カフェ

家族
支援

⑦ホームヘルプ などの訪問サービス
⑧デイサービス などの通所サービス
⑨ショートステイ などの短期宿泊サービス

介護
福祉

かかりつけ医
⑩認知症サポート医
⑪認知症疾患医療センター  などの専門医療機関
⑫訪問看護サービス
歯科医師・歯科衛生士
薬剤師

医療

生活
支援
予防

【訪問診療】

⑬民生委員

【訪問歯科診療】

⑭認知症サポーター
⑮生活支援サービス

⑯社会福祉協議会

⑰日常生活自立支援事業

⑱成年後見制度

趣味や特技を活かせる場、市民講座、介護予防教室
地域での交流の場 ⑲ふれあい・いきいきサロン
自宅
⑳福祉用具・住宅改修

住まい
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サービス付き高齢者向け住宅など
グループホーム
特別養護老人ホーム
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● ● ● ● ●

用語の説明●

①いきいき支援センター
高齢者のみなさまの身近な相談窓口と

● ● ● ●

⑥認知症カフェ
認知症の方やそのご家族、地域住民、

なっており、認知症に関するさまざまな相

専門職など、認知症に関心のある誰もが

談にも対応しています。

気軽に集まり、仲間づくりや情報交換を

②ケアマネジャー
介護保険サービスを利用するために、
サービス利用者やご家族と相談しながら
介護の計画（ケアプラン）を作成し、サー
ビスを提供する事業者との連絡調整を
行ってくれる人です。

行う場所です。
⑦ホームヘルプサービス
ホームヘルパーが自宅を訪問して、介
護や家事の援助を行います。
⑧デイサービス、デイケア
デイサービス

③守山区在宅医療・介護連携支援センター

デイサービスセンターなどの施設に通

認知症に関する相談だけでなく、在宅

い、日常生活に必要な介護を受けるもの

医療・介護に関する相談を受け付けるセ

です。

ンターです。

デイケア

④認知症の人と家族の会
「公益社団法人認知症の人と家族の会」

介護老人保健施設などに通い、理学療
法士や作業療法士によるリハビリを受け

は 1980 年結成し、全国 47 都道府県に

る ものです。
（病院でリハビリを受けてい

支部を持つ、介護家族と認知症の問題に

る場合は利用できない場合があります。
）

関心を持つ人々による全国的な民間団体
です。愛知県支部では、交流会（つどい・

⑨ショートステイ
介護老人福祉施設などに短期入所し、

シングル介護者）・家族支援プログラム

日常生活の介護やリハビリなどを受ける

など家族支援を中心とした様々な活動を

ものです。健康状態が安定していること

行っています。

が入所の条件となります。

⑤家族支援事業
いきいき支援センターが実施しています。
認知症の家族教室

⑩認知症サポート医
名古屋市内の医師会員（かかりつけ医）
のなかで、名古屋市の委託を受け名古屋

認知症に関する知識・介護方法などの講

市医師会が主催する「かかりつけ医認知

話、介護経験者との交流などを行います。

症対応力向上研修」を受講した医師のこ

家族サロン（憩いの場）

とです。

日頃の介護の悩みや不安を話し合う交
流会や情報交換などを行います。
医師（もの忘れ相談医）の専門相談
認知症の症状や治療について、医師に
相談することができます。
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⑪認知症疾患医療センター
認知症に関する医療相談や認知症の詳
しい診断、病状が悪化した場合の対応な
どを行う認知症の専門医療機関です。早
期の認知症診断には有効な医療機関です。

⑫訪問看護サービス

⑲ふれあい・いきいきサロン

看護師などがご自宅を訪問して、主治

孤立・閉じこもりの防止、健康・生き

医の指示などにより行う看護サービスの

がいづくり、地域住民同士の交流や仲間

ことで、療養上の世話や必要な診療の補

づくりなどを目的とし、高齢者、障害者、

助を行います。

子育て中の家族などが気軽に集まり、楽

⑬民生委員
地域の社会福祉の増進のために、ひと
り暮らしの高齢者の方などを訪問し、相

しく過ごすことができるサロンです。
⑳福祉用具・住宅改修
福祉用具

談や激励を行うなど、地域住民の立場か

心身機能の低下により、介護が必要な

ら生活や福祉に関する相談・援助活動を

方の日常生活上の便宜を図ったり、機能

行っています。

訓練のための用具で、介護保険を利用し

⑭認知症サポーター
認知症について正しく理解し、認知症
の方やそのご家族を温かく見守り、支援
するサポーターです。
⑮生活支援サービス
在宅の高齢者が介護に頼らずに自立し
た生活ができるように支援するためのも

て貸与又は購入ができます。
住宅改修
在宅で介護が必要な方の日常生活上の
便宜を図るために、介護保険を利用して、
手すりの取り付けや段差の解消などの小
規模な住宅の改修をすることができます。
サービス付き高齢者向け住宅

ので、名古屋市では、自立支援型配食サー

安否確認サービスや生活相談サービス

ビス事業や生活援助軽サービス事業など

などが受けられる住宅です。住宅によっ

を行っています。

て料金や利用できるサービスは異なりま

⑯社会福祉協議会
地域住民や社会福祉関係者の参加によ
り、地域福祉の推進の中核としての役割

すが、さまざまなサービスを組み合わせ
ることによって介護が必要な方でも住め
る住宅もあります。

を担い、さまざまな活動を行っています。 グループホーム
⑰日常生活自立支援事業

比較的安定した認知症の方が共同生活

認知症・知的障害・精神障害により日

を営みながら、入浴・排せつ・食事など

常生活の判断能力に不安があり、在宅で

の日常生活の介護と機能訓練を受けるこ

生活している方または在宅で生活する予

とができ、利用者は、家庭的な雰囲気の

定の方に、福祉サービスの利用手続きな

中で介護を受けることができます。

どを援助するもので、社会福祉協議会な
どで相談することができます。
⑱成年後見制度

特別養護老人ホーム
身体機能の低下や認知症などにより、
常に介護が必要な方が入所して介護サー

認知症・知的障害・精神障害により判

ビスを受ける施設です。原則として、要

断能力が十分でない方が不利益を被ら

介護 3 以上の認定を受けた方が入所対象

ないように 家庭裁判所に申立てをして、

者となります。

その方を後見する人を選任する制度です。
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介護施設などで取り組んでいる
認知症ケアについて
１．見守りと観察ケア、チームケア
認知症の方の日常生活を妨げないで、目で確認できる範囲で行動を観察し、現状把
握を行うことを見守り・観察ケアといいます。認知症によって介護が特に必要な時間
帯、原因、環境などもこの見守り・観察ケアから見えてきます。また、身体の不調も
日常生活の見守りを通して把握できます。さらに、認知症ケアでは、職員同士の情報
交換や協力が大切です。チームで統一したケアを行うことにより、認知症の方の混乱
を防ぐ事ができます。

２．健康管理のケア
認知症の方は身体の不調や不具合を言葉で十分に表現できないことや、健康管理に
ついての認識もかなり低くなることから、健康管理は認知症の方にとって大切なケア
の１つになります。「おかしい」
と思ったらすぐに看護師や嘱託医と連携を図ります。

３．かかわりケア
ケアの場面では相手の話を十分に聴き、気持ちを支えます。今どうありたいのか、
何をしたいのかを理解し、認知症の方の感情・行動の意味などを考え、色々な表現方
法で認知症の方に伝えます。

４．興味・関心を探るケア、気分転換のケア
今ある能力を把握し、何ができるのか理解し興味や関心を探ります。たくさん関わ
る事で、情報が収集できます。収集した情報により、興味・関心のあることを一緒に
行うことでその方らしさを取り戻します。

５．環境づくり
手すりの設置や段差の解消に配慮し、徘徊などにも対応できる環境にしています。

６．家族へのケア
今までの家族関係を大切にしながら頑張ってこられた家族も支えていきます。

７．本人の尊厳を守ります
施設では、原則身体拘束は行いません。また、認知症の方の自己決定を支援してい
ます。
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※認知症ねっと参考

気軽にいける

認知症カフェ

認知症カフェとは、認知症の方やそのご家族、地域住民、専門職など、認知
症に関心のある誰もが気軽に集まり、情報交換や仲間づくりを行う場所です。
地域の社会資源の 1 つとしてぜひご活用ください！

☆ケアカフェなごみ

主 催 者：そんぽの家上飯田 ℡：052-797-7735
開催場所：そんぽの家上飯田 （守山区川西１丁目 125）
日
時：毎月第４月曜日 13：00 ～ 15：00
参 加 費：無料 事前予約：不要
個別相談ができる専門職の配置：有り

☆花づくりサロン

気軽にコーヒ
ーを
飲 み な が ら、
介護の悩
みや将来の不
安を希望に変
えてみません
か。 地 域 の 人
が集まるアッ
トホームな雰
囲気です。お
待ちしてい
ます。

ひなたぼっこ

主 催 者： 守山区東部いきいき支援センター
℡：052-736-0080
開催場所： 守山区東部いきいき支援センター分室 （守山区吉根南 1401）
日
時： イベント→毎月第４火曜日 10：00 ～ 11：30
ラジオ座体操→毎週水曜日 10：00 ～ 10：30
参 加 費： 無料
事前予約：不要
個別相談ができる専門職の配置：有り

☆オレンジカフェ「やっとかめ」

主 催 者：守山区社会福祉協議会 守山福祉会館
℡：052-793-6330
開催場所：守山福祉会館 （守山区小幡１丁目 3-15）
日
時：毎月第３土曜日 10：00 ～ 12：00
参 加 費：原則無料 ( 企画によっては実費負担有り )
事前予約：不要 ( イベント開催時は必要 )
個別相談ができる専門職の配置：有り

☆よってこ

主 催 者：合同会社ふくふく デイサロンふくふく
℡：052-739-5729
開催場所：デイサロンふくふく （守山区大森 2-2701）
日
時：毎月第 2 日曜日 9：30 ～ 11：30
参 加 費：２００円 ( 通常時 )
事前予約：不要
個別相談ができる専門職の配置：有り

イベ
毎月１回行う
ルディック
ン ト で は、 ノ
声
イク体験、歌
ウォークやメ
展な
プホーム作品
喫茶、グルー
盛り
らした企画が
ど、趣向を凝
組
取
知症予防の
だ く さ ん。 認
ま す。 ぜ ひ、
みも行ってい
い。
ご参加くださ

のご
認知症の方やそ
などを一緒
家族に①回想法
け
流していただ
に 楽 し み、 交
っ
ゆ
飲みながら、
る場所②お茶を
や
る場所③心配事
たりとくつろげ
し
と
り話せる場所
不安をゆっく
ました。
て、オープンし
っとかめ｣ に
ぜひ一度、｢や
いりゃあせ。

小さなデ
イサロン
の定休日
に行ない
ま す。
地域の方
のよろず
や相談、
気軽に立
ち寄れる
場所とし
て「よっ
てこ」と
名付けま
し た。 ミ
ニ講座な
ど企
画も行い
ます。

※ＮＡＧＯＹＡかいごネットのなごや認知症カフェ一覧の掲載順に記載しています

このステッカーが ｢なごや認知症カフェ｣ の目印です！
※ ｢なごや認知症カフェ｣ として登録されているカフェには、
左のステッカーが配布されています。

平成 28 年 9 月 1 日現在
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相談窓口
名古屋市内にある認知症疾患医療センター
TEL 795-3560
もりやま総合心療病院 （守山区町北 11-50）
月～金曜日

9：00 ～ 16：00 ／土曜日

9：00 ～ 12：00

（祝日・年末年始を除く）

名鉄病院
月～金曜日

（西区栄生 2-26-11）

TEL 551-2802

9：00 ～ 17：00 ／第１土曜日のみ

9：00 ～ 13：00

（祝日・年末年始を除く）

まつかげシニアホスピタル
月～金曜日

（中川区打出 2-347）

8：30 ～ 17：00 ／土曜日

TEL 352-4165

8：30 ～ 12：00

（祝日・年末年始を除く）

名古屋市認知症コールセンター
TEL 919-6633

月・水・木・金曜日 10：00～16：00

／

火曜日 14：00～20：00

（祝日・年末年始を除く）

愛 知 県 認 知 症 電 話 相 談 （認知症の人と家族の会愛知県支部）
TEL（0562）31-1911

月～金曜日

10：00 ～ 16：00（祝日・年末年始を除く）

若年性認知症コールセンター （認知症介護研究・研修大府センター）

TEL 0800-100-2707 月～土曜日

10：30 ～ 15：00（祝日・年末年始を除く）

守山区在宅医療・介護支援連携センター（守山区守山 2-18-22
TEL 795-0874

14

月～金曜日

守山いつき病院Ｂ１階）

9：00 ～ 17：00 （祝日・年末年始を除く）

高齢者いきいき相談室
いきいき支援センターと連携して、
相談内容に応じた支援を行います。
開設日・開設時間

守山区東部いきいき支援センター

相談室名

天子田

高齢者生協
在宅支援センターあまこだ

守山区向台1-1218

771-1133 月～金 9:00～ 18:00（＊）
(771-1275)

大森

居宅介護支援事業所 七彩

守山区大森一丁目
2713番地

798-5558 月～金 9:00～ 17:00（＊）
（798-1317）

小幡

ケアプランはるす喜多山

守山区茶臼前5-10

795-3377 月～金 8:30～ 17:30（＊）
(795-3389）

小幡

名古屋市守山・名東
守山区小幡一丁目2-16
ケアマネージメントセンター グランドソレイユ1階

794-8343 月～金 8:45～ 17:15
(794-8323)

吉根

建国ビハーラ
居宅介護支援事業所

守山区青葉台206

736-5775 月～金 8:45～ 17:45
(736-5278)

吉根

ユートピア第２つくも
在宅介護相談センター

守山区鼓が丘1-115

739-1678 月～金 9:00～ 17:00（＊）
(739-1679)

守山区花咲台2-101-1

739-3022 月～金 9:00～ 17:00（＊）
(739-3033)

守山区小幡南1-24-10

758-2014 月～金 9:00～ 17:00
(758-2015)

守山区森孝東2-814
森孝西住宅1-607

732-6345 月～金 8:30～ 17:30（＊）
(777-6290)

志段味 介護相談室
西
ウエルネスきっこ
苗代

守山区介護保険事業所

森孝東 ＩＭＣ介護支援センター

住所

電話番号
(FAX 番号 )

学区

守山区西部いきいき支援センター

瀬古

瀬古マザー園指定
居宅介護支援事業所

守山区瀬古2-301

792-5556 月～金 9:00～ 17:00
(792-5648)

瀬古

医療法人有仁会
居宅介護支援ゆうあい

守山区瀬古東2-411

792-7700 月～金 8:30～ 17:00（＊）
(794-8204)

瀬古

クオン居宅介護支援事業所 守山区瀬古東3-1180

鳥羽見

オオツカ居宅介護
支援事業所

鳥羽見 結 居宅介護支援事業所

守山区金屋2-186
守山区鳥羽見2-12-3
アルカディア鳥羽見102

792-8655 月～金 9:00～ 17:30
（739-7993）
791-1903 月～金 8:30～ 17:30
(791-1907)
778-8565 月～水・金
9:00～ 18:00（＊）
（778-8568）

廿軒家

きとうクリニック居宅介護
守山区廿軒家14-32
支援事業所紙ふうせん

795-8055 月～金 9:00～ 17:00
(791-6222)

廿軒家

社会福祉法人名北福祉会
ケアプラン町南

795-7571 月～金 9:00～ 18:00（＊）
(726-6750)

廿軒家

あいちほっと介護センター 守山区小六町21-9
カシータス城下1F
二十四株式会社

792-8216 月～土 9:00～ 18:00（＊）
(792-8063)

守山

介護相談室ウエルネス守山 守山区中新4-31

793-7066 月～金 9:00～ 17:00（＊）
(793-7188)

守山

ケアマネージメントセンター
守山区城南町15-11
夢屋

784-6555 月～日 9:00～ 18:00（＊）
(737-9996)

守山

ひょうたん山居宅介護支援
守山区東山町10-2
事業所

758-4050 月～金 9:00～ 17:00（＊）
(758-4051)

守山区町南1-1
メゾン・ド・ベルコ リーヌ101

◯開設時間の末尾に (＊ )の記載がある相談室は、開設時間内であっても訪問等で職員が不在の場合もありますので、
まずはお電話・ＦＡＸをお願いします。
◯祝日・お盆・年末年始等の開設日・開設時間については、各相談室にお問合せください。
平成 28 年 9 月 1 日現在
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守山区の電話相談窓口
♠手続きや制度のことなら
守山区役所

福祉課

福祉係

TEL ７９６－４６０５

介護保険係

TEL ７９６－４５５７

守山区志段味支所 区民福祉課
保健予防課
守山保健所
守山区社会福祉協議会

TEL ７３６－２１９２
TEL ７９６－４６２５
TEL ７５８－２０１１

守山区東部いきいき支援センター（小幡南 1-24-10 守山区社会福祉協議会内）
TEL ７５８－２０１３

FAX ７５８－２０１５

天子田、大森、大森北、小幡、苗代、本地丘、森孝西、森孝東
小学校区にお住まいの方

守山区東部いきいき支援センター分室（吉根南１４０１）
TEL ７３６－００８０

FAX ７３６－００８１

吉根、志段味西、志段味東、下志段味

守山区西部いきいき支援センター
TEL ７５８－５５６０

小学校区にお住まいの方
（瀬古東 2-411）

FAX ７５８－５５８２

小幡北、白沢、瀬古、鳥羽見、西城、廿軒家、二城、守山
小学校区にお住まいの方

お役にたてる情報誌の紹介

る方は
あ
の
き
ご興味
いきい
西
東
なごや認知症のしおり
守山区
お問
ターへ
ン
セ
（非営利団体サービス）
援
高齢者に役立つ情報①
支
さい
せくだ
わ
合
い
高齢者に役立つ情報②（サロン編）
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