
企画運営：特定非営利活動法人オレンジハート 

平成29年度 独立行政法人 福祉医療機構 社会福祉振興助成事業（WAM助成） 
 

介護者支援 「オレンジ・テラス」事業 活動報告 

「ケアする側をケアする空間“プラス”認知症＆介護予防支援」 
 

   この事業は、自宅や施設などで介護をされている介護者の悩みや不安の軽減、 

  心身の健康維持に取り組むと共に、お元気高齢者が要介護状態にならないよう、 

  認知症予防、介護予防、楽しみづくりに取り組める場を提供することを目的に、 

  「学び」と「癒し」と「交流」をキーワードにした活動を実施しました。 
 

   本事業では、いつでも気軽に相談交流ができる「常設型オレンジテラス」と 

  心身の健康維持に役立つ各種ブースが集う「出張開催型オレンジ・テラス」を 

  鹿児島県内の各会場で開催しました。 



常設型オレンジテラス 
 

ご自宅や施設で介護に取り組まれている介護者を支援（ケア）する、 

認知症予防、介護予防、楽しみづくりに取り組まれたいお元気高齢者を支援（介護予防支援）する、 

介護に関する悩みや不安の相談、福祉サービスに関する相談が気軽にできる、それが常設型オレンジテラスです。 

認知症＆介護予防講座 

常設型オレンジテラス 活動期間：平成29年５月～平成30年３月（当初計画より１ヶ月延長） 
 

・認知症＆介護予防講座 計 120 回開催 参加者 約200 名 

・ワークショップ 計 21 回開催 参加者 約100 名 ※ ワークショップは追加企画として実施。 

・他に、福祉サービス相談、認知症介護者相談、高齢者向け施設入居相談、足の健康相談、聴こえの相談を開催。 

心身機能活性運動療法 

認知症予防!! 脳若トレーニング 

介護予防体操ヨーガ教室 

音楽活用いきいきリトミック 

ピラティス教室 

カラーセラピー教室 

お抹茶お花教室 

腰痛予防体操教室 など 

 開設当初は活動への理解を得ること
に苦心しました（怪しいお店だと思わ
れていました…）が、連携先のご支援
などにより、徐々に来訪者が増え、賑
やかな雰囲気になっていきました。 
 

 講座の受講者からは「色んな講座が
開催されているので有難い。年齢を問
わず誰でも参加できるのが良い」など
のご感想を頂き、講座後の「カフェタ
イム」もご好評を頂きました。 



後援：鹿児島市長寿あんしん相談センター 鹿児島県社会福祉士会 鹿児島県介護福祉士会 

介護労働安定センター鹿児島支部 認知症の人と家族の会鹿児島県支部 NHK鹿児島放送局 

鹿児島県認知症グループホーム連絡協議会鹿児島熊毛支部 （順不同） 
 

   常設型オレンジテラスは、鹿児島市易居町の空き店舗を借り受け、祝日を除く“月～金”の日中に運営し、 

   介護者やお元気高齢者の心身の健康維持に役立つ各種講座やワークショップ、相談会などを実施しました。 

介護相談・介護者交流カフェ 

 介護者の不安や悩みを軽減する「認知症介護者相談、高齢者向け施設入居相談、転倒予防をテーマに正しい歩行や靴選
びのポイントを教える足の健康相談、無料聴力測定や補聴器のメンテナンス方法を教える聴こえの相談」などを定期開催。
来訪者からは「色んな相談ができるので有難い」との感想を頂きました。また、介護スタッフの「交流の場」としてもご
活用頂き「色んな職種の人が集まるので気分転換になる」との感想を頂きました。 

第一回 H29.8.24（水） 会場：アルファリビング鹿児島 

テーマ「ストレスに気付こう!! ～自分の心と向き合う～ 」 

参加者 

18名 

第二回 H29.10.18（水） 会場：デイサービス オアシス吉野 

テーマ「コミュニケーションを見直そう!!」 

参加者 

15名 

第三回 H29.12.13（水） 会場：常設型オレンジテラス 

テーマ「モチベーションアップ!! 意欲の保ち方」 

参加者 

8名 

第四回 H30.2.21（水） 会場：常設型オレンジテラス 

テーマ「自分や周りの人たちの“やる気”を引き出す動機付け」 

参加者 

9名 

楽しみいろいろ「ワークショップ」（追加企画） 

 他者（社会）との交流と楽しみづくりを目的に、当初の計画にはなかった「プリザーブドフラワー教室、筆文字講座、
マンダラエンディングノート講座、絵手紙教室」などのワークショップを追加開催。中でも、「絵手紙教室」は“常設型
オレンジテラス”の近くにお住まいの方（ご高齢者）が講師を務められ、また、活動中に民生委員さんとの関わりや近隣
の店舗の人たちとの交流も生まれ、開設当初に比べ活動の広がりと共に、地域との繋がりも感じられるようになりました。 

介護職員向け「セミナー＆ディスカッション」（追加企画） 

ストレスに気付こう!! 

コミュニケーションを見直そう!! モチベーションアップ!! “やる気”を引き出す動機付け 

高齢者向け施設入居相談 認知症介護者相談 福祉サービス利用相談 



出張開催型オレンジ・テラス 
 

 介護者支援とお元気高齢者の認知症＆介護予防支援をテーマに、鹿児島県内９会場で介護に関する悩みや不安の軽減を目的とした「相談・
交流カフェ」及び「心身の健康維持に役立つ各種ブース」を運営し、楽しく学んで癒される空間づくりに取り組みました。 
 

 台風接近の影響により参加者が少なかった会場もありましたが、予想を上回る参加者が集われた会場もあり、また、計画よりも多くのブー
スが集い、大きな規模で開催した会場（いちき串木野市）や、地域の方のご要望により追加開催となった会場（鹿屋市）、開催後に連携先が
自主的にオレンジ・テラスを運営された会場（姶良市）などもあり、計画当初よりも活動の広がりを感じる結果となりました。加えて、活動
中に障害者福祉事業所などとの新たな連携も生まれ、活動範囲及び対象者の範囲が広がった（共生型への発展に繋がった）ように感じました。 

 各会場には認知症予防、介護予防に役
立つトレーニングやレクリェーションな
どが体験できる【学び】のブース、ハン
ドマッサージやヘッドマッサージなど心
身のリフレッシュに役立つ【癒し】の
ブース、介護に関する悩みや不安を相談
できる【交流】カフェなどが配置され、
参加者の皆さんは、各ブースでの体験を
楽しまれていました。 
 

 また、「オレンジ・テラスinいちき串
木野市」には障害者就労支援事業所のバ
ザーブースも集い、高齢者だけでなく障
害者や障害児も参加されました。 

オレンジ・テラスin姶良市 

オレンジ・テラスin西伊敷 

オレンジ・テラスin霧島市 オレンジ・テラスin薩摩川内市 オレンジ・テラスin南九州市 



後援：鹿児島県 鹿児島市 姶良市 霧島市 薩摩川内市 南九州市 指宿市 南さつま市 いちき串木野市 

鹿屋市 鹿児島県社会福祉士会 鹿児島県介護福祉士会 介護労働安定センター鹿児島支部 

認知症の人と家族の会鹿児島県支部 鹿児島市長寿あんしん相談センター 姶良市社会福祉協議会 

社会福祉法人霧島市社会福祉協議会 NHK鹿児島放送局 鹿児島県作業療法士会 

一般社団法人鹿児島県鍼灸師会 NPO法人ウェルフェア ＦＭさつませんだい （順不同） 
 

 各会場とも、地域包括支援センターや社会福祉協議会などに広報及び運営のご支援を頂きました。また、活動趣旨に興味関心を持って 

 頂ける方や連携協力先も増え、既に来年度以降の協力体制について意見交換が行われるなど、実り多き活動を実施することができました。 

オレンジ・テラスin西伊敷（鹿児島市） 
開催日時：H29.7.22（土） 10:00 ～ 12:00 

会場：特別養護老人ホーム 七福神 地域交流ホール 

来場者数 

20名 

オレンジ・テラスin姶良市 
開催日時：H29.8.20（日） 10:00 ～ 12:00 

会場：姶良市姶良公民館 

来場者数 

約30名 

オレンジ・テラスin霧島市 
開催日時：H29.9.16（土） 10:00 ～ 12:00 

会場：霧島市国分総合福祉センター 

来場者数 

5名 

オレンジ・テラスin薩摩川内市 
開催日時：H29.10.7（土） 10:00 ～ 12:00 

会場：薩摩川内市総合福祉会館 

来場者数 

15名 

オレンジ・テラスin南九州市 
開催日時：H29.11.11（土） 10:00 ～ 12:00 

会場：南九州市コミュニティセンター川辺文化会館 

来場者数 

20名 

オレンジ・テラスin指宿市 
開催日時：H29.12.9（土） 10:30 ～ 12:30 

会場：指宿市開聞総合体育館 

来場者数 

約70名 

オレンジ・テラスin南さつま市 
開催日時：H30.1.28（日） 10:00 ～ 12:00 
会場：南さつま市総合福祉センターふれあいかせだ  

来場者数 

約30名 

オレンジ・テラスinいちき串木野市 
開催日時：H30.2.3（土） 10:30 ～ 15:00 
会場：いちきアクアホール 

来場者数 

約180名 

オレンジ・テラスin鹿屋市（追加企画） 
開催日時：H30.2.25（日） 13:00 ～ 15:30 
会場：リナシティかのや 

来場者数 

約25名 

オレンジ・テラス活動報告会（追加企画） 
開催日時：H30.3.3（日） 13:30 ～ 16:00 
会場：かごしま県民交流センター 

来場者数 

35名 

オレンジ・テラスinいちき串木野市 オレンジ・テラスinいちき串木野市 

オレンジ・テラスin指宿市 

オレンジ・テラスin南さつま市 

オレンジ・テラスin鹿屋市 

オレンジ・テラス活動報告会 



 来場者の半数近くが60歳以上の高齢者で、参加者の声からも高齢者が高齢者を介護する“老々介護”が多
いことが確認できました。また、介護者が感じる負担として「精神的負担」がもっとも多く、「介護ストレス
を抱え込まない、抱え込ませない取り組みが必要」だと分かりました。 
 

 参加者アンケートの記述欄には「色んな体験ができて勉強になった、マッサージなどを受けてリフレッシュ
できた、もっと色んな地域で開催されると良い、もっと多くの方に参加して欲しい」などのご意見ご感想が寄
せられ、活動の有意義さを確認することができました。 
 

※来場者が多かった会場では参加者グループ（家族など）の代表者のみがアンケートに回答するなどしたため、また、 

参加者が要介護者（認知症）や障害者であり、記入が困難なケースもあったため、回収率が38％となっております。 

～30代 

22% 

40代 

19% 

50代 

14% 

60代 

20% 

70代 

15% 

80代 

10% 

参加者の年齢（有効回答212名） 

性別：男性29% 女性71% 

医療・福

祉関係 

33% 

公務員 

5% 

会社員 

8% 
主婦 

20% 

無職 

17% 

その他 

17% 

参加者の職業 

（有効回答211名） 

介護をし

ている 

25% 

以前、介

護をして

いた 

30% 

介護経験

は無い 

45% 

介護経験の有無 

（有効回答213名） 

身体的 

負担 

24% 

精神的 

負担 

37% 

経済的 

負担 

12% 

時間的 

負担 

（自由が

ない） 

24% 

その他 

3% 

介護で感じる負担 

（複数回答可：有効回答数190） 

参加者の半数近くが60代以上の高齢者 参加者の１/３が医療福祉関係者、２/３が一般の方 

参加者の半数が介護経験者 精神的負担がもっとも大きい 



オレンジ・テラス事業 活動報告 

活動の進捗状況 ① 

常設型オレンジテラス 
 

実施期間：平成29年4月 ～ 平成30年3月 
 

【計画】講座：100回  参加者：800名 
 

【実施】講座：120回  参加者：約200名 

    ワークショップ（追加企画）21回 参加者：約100名 

    介護職員向け（追加企画）4回 参加者：50名 

    述べ回数：145回（計画比145％） 

    述べ参加者：約350名（計画比43％） 

「活動成果報告」 

 常設型オレンジテラスは、前述の通り、開設から暫く（4～8月）は 

活動の趣旨が伝わらず、講座の参加者、相談者も少ない状況にありまし 

たが、広報の効果もあって秋口から徐々に来訪者が増えて、現在ではリ 

ピーターもおられ、活動継続を望む声も数多く頂戴するようになりまし 

た。また、障害者との関わり、若年性認知症の方との関わり、地域のご 

高齢者との関わりを通じ、高齢者、障害者などの分野を超えた介護者支 

援の活動が必要だと感じました。出張開催型オレンジ・テラスでは、連 

携先が活動を引き継がれ、同名のイベントを自主開催したり、計画外の 

地域から開催要請を受けるなど、活動の広がりと必要性を感じました。 

活動のまとめ 
 

  認知症の人と家族の交流を目的とした「認知症カフェ（オレンジカフェ）」をベースに、その対象範囲を広げ、自宅 

 や施設で介護をしている介護者すべてが気軽に相談・交流ができる「ケアする側をケアする空間」“プラス”お元気高 

 齢者が要介護状態にならない（介護者の負担が発生・増加しない）よう、「誰でも気軽に認知症＆介護予防に取り組め 

 る空間」をつくる、それが「オレンジ・テラス」の活動趣旨です。 
 

  現在（3月20日時点）、常設型オレンジテラスは、若年性認知症の方とご家族（介護者）が一般の方と一緒に講座 

 を受け、一緒にカフェタイムを楽しまれ、一緒に笑える空間となっています。また、施設入居を始め各種相談の場、介 

 護従事者や連携協力先の皆様の情報交換の場としてもご活用頂いております。 
 

  テラスをご利用頂いている若年性認知症の方のご家族は「ここは私（家族）も一緒に利用でき、相談もでき、一般の 

 方々とも交流できるので、本人にとっても、自分にとっても有難い」と言われています。これは、最高の評価だと感じ 

 ております。今後は、更に活動力を高め、活動範囲と対応範囲を拡大できるよう努めて参ります。 

出張開催型オレンジ・テラス 
 

実施期間：平成29年7月 ～ 平成30年2月 
 

【計画】開催：8回  参加者：240名 
 

【実施】開催：9回  参加者：約395名 

    活動報告会（追加企画）：1回 参加者：35名 
 

    述べ回数：10回（計画比125％） 
 

    述べ参加者：約430名（計画比179％） 

活動の進捗状況 ② 

姶良市社会福祉協議会が主催したオレンジ・テラス 

霧島市のイベント内で開催したオレンジ・テラス 

介護の日に姶良市で開催されたオレンジ・テラス 



発行：特定非営利活動法人 オレンジハート 
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