in 松森・鶴が丘・松陵

一人で悩まないで
まずは
『相談』
してください。

あなたの
『思い』
聞かせて下さい。

直接相談したい…もっと知りたい…そんなとき、
あなたの地域にある高齢者の総合相談窓口は

松森地域包括支援センターです！
住所：仙台市泉区松森字西沢 26-1
℡番号：０２２－７７２－６２２０

日常の暮らしの中で、認知症の始まりではないかと思われる言動を、
「家族の会」の会員の
経験からまとめたものです。
いくつか思い当たることがあれば、かかりつけ医などに相談してみる事が良いでしょう。

≪無断転載禁止≫

『認知症かな？』・『認知症になったらどうしよう？』と思ったときの相談経路
名称

『自分（家族）が認知症ではないか？』と悩んでいる

『相談した
い』
『話を聴い
てほしい』

『認知症を
知りたい』
『認知症を
学びたい』

『生活が心
配』
『今後が不
安』

受診するときのポイント

『病院を受
診したい』

診察時間の限られた中で
医師に伝えられるように
メモをしていきましょう
・気になる症状とそれが
いつ始まったか。
・日常生活の困り事

かかり
つけ医
に相談
する

松 森 地 域 包 括 支 援 セ ン タ ー
電話：022-772-6220

・現在飲んでいる薬
・現在他に治療している

場所

日時

ふれあいサロン（松森・鶴が丘地区社協）

鶴が丘ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰ

毎月第 3（木）10 時～12 時

ふれあいカフェ「なごみ」（みやぎ生協）

鶴が丘 1 丁目集会所
鶴が丘 3 丁目集会所

毎月第 1（月）10 時～12 時
毎月第 3（金）10 時～12 時

松森台いきいきサロン（松森台町内会）

松森台集会所

毎月第 4（木）10 時～12 時

わいわいサロン
松陵自治会サロン
（松陵・永和台地区社協
ハートフル松陵部会）

松陵 2 丁目集会所
県営自治会集会所

毎月第 2（金）10 時～12 時
毎月第 1（金）10 時～12 時

おきらくサロン
（松陵・永和台地区社協

松陵三丁目集会所

毎月第 3（金）10 時～12 時

豊齢サロン（百縁ひろばネットワーク）

松陵三丁目集会所

年 4 回 第 4（木）
10 時～12 時

楽らくサロン（松陵生活学校）

松陵 5 丁目集会所

毎月第 4（金）10 時～12 時

松陵部会）

【交流できるサロン】※参加ご希望の方は松森地域包括支援センターにお問合せ下さい。

病気
・食欲や睡眠の状況

受診や、生活全般についてのお困り事は地域包括

・これまでかかったこと

センターへご相談下さい。

のある病気

専門医を受診
する

名称

ファイン・パル

場所

鶴が丘 1 丁目

日時

(水)～(土)13 時～21 時（カラオケあります。）

認知症疾患に関する鑑別診断とその初期対応、周辺症状と身体合併症の急性期治療に関する対応、

泉白陵会介護・健康・栄養 鶴が丘 1 丁目公園
相談会
鶴が丘 3 丁目公園
（冬季休み）

毎月第 1（月）11 時～12 時
毎月第 3（木）11 時～12 時
（藤崎の移動販売「クルリン号」が目印です。）

専門医療の相談などを実施しています。

ぽっ

毎月第 4（月）10 時～11 時 30 分

≪

認知症疾患医療センター

病院名

≫

住所

いずみの杜診療所

泉区松森字下町 8－1

３４１－５８５０

東北医科薬科大学病院

宮城野区福室 1 丁目 12－1

０７０－５０９３－３６１５

東北福祉大学せんだんﾎｽﾋﾟﾀﾙ

青葉区国見ヶ丘 6 丁目 65－8

３０３－０１３３

仙台西多賀病院

太白区鈎取本町 2 丁目 11－11 ２４５－２１２２

≪若年性の認知症に不安を抱える方の相談窓口≫
病院名

いずみの杜診療所
地域連携室 RBA 相談室

住所

問合せ

泉区松森字下町 8－1

若年性認知症カフェ
おれんじドア in わっカフェ

場所

名称

場所

日時

つどいの会(ｽｸｴｱｽﾃｯﾌﾟ)

鶴が丘 1 丁目集会所

毎月第 2・4（水）10 時～11 時 45 分

ぽっ

鶴が丘ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰ

毎月第 4（月）10 時～11 時 30 分
（奇数月は軽体操をしています。）

かふぇ

【運動が出来る場所】※詳細は松森地域包括支援センターにお問合せ下さい。

日時

宮城野区福室 2-5-27
みはるの杜診療所 1F わっｶﾌｪ

運転免許を考える本人のつど 泉区松森字下町 8－1
い
いずみの杜診療所 2F

鶴が丘ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰ

【相談できるカフェ】※詳細は松森地域包括支援センターにお問合せ下さい。

346-7068

※いずみの杜診療所が宮城県より若年性認知症施策総合推進事業の委託を受けて実施しています。
※RBA は Rights-Based Approach（権利に基づくアプローチ）のことです。
名称

かふぇ

問合せ

ｶﾌｪﾙｰﾑ

毎月第 2（木）
12 時 45 分～13 時 45 分
毎月第 4（火）
10 時 30 分～11 時 30 分

名称

内容

鶴が丘はあとネット

買い物代行・通院付き添い・庭の草取りなどもご相談下さい

百縁ひろばネットワーク

ちょっとした困り事・・・近助寄り添い活動しています

（㈱）ヨシケイ宮城

食材と一緒にわかりやすいレシピも配布。強い味方です

【生活のお手伝い】※詳細は松森地域包括支援センターにお問合せ下さい。

【書籍紹介（みんなで考える･･･家族のこと、自分のこと）】
悩んでいる方自身にオススメ書籍

ご家族にオススメ書籍

扉を開く人 （クリスティーン・ブライデン）

認知症とは何か（小澤

認知症になってもだいじょうぶ！
そんな社会を創っていこうよ！（藤田

認知症はこわくない
正しい知識と理解から生まれるケア（高橋幸男）

笑顔で生きる－認知症とともに－（丹野

和子）
智文）

勲）

認知症ケアの知好楽（山崎英樹）

