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Abstract 

In this report, we report on the results and practices of the community contribution activities for 

dementia, which we have been working on, for the purpose of connecting to more communities. The 

authors have organized the Aomori Orange Cultural Festival to 1) raise awareness of dementia and 

2) support dementia people. In October 2014, the first Aomori Orange Cultural Festival was held at 

Aomori University as one of the events of the "University Festival". Since then, the Aomori Orange 

Cultural Festival has been held every year. In 2019, the 6th Aomori Orange Cultural Festival was 

held. Aomori Orange Cultural Festival was attended by many ordinary citizens. The number of 

participants exceeded 2,000 in six years. At the Orange Cultural Festival, not only a work display 

corner, but also a dementia supporter training course, a microscope section, and a brain activity 

training section were set up so that the general public could correctly understand dementia. In the 

exhibition section, works created by people with dementia, such as calligraphy, painting, handicrafts, 

and origami, were exhibited. The works received submissions from elderly facilities throughout Japan, 

including Aomori Prefecture, Hyogo, Miyazaki, Kagoshima, and Okinawa Prefecture, and about 400 

works were collected each time. Many achievements have been achieved through the Aomori Orange 

Cultural Festival, which has been held for six years. 1) For the participants: It was a great opportunity 

for many people to participate in the Aomori Orange Cultural Festival and to understand dementia 

correctly and face dementia. 2) For people with dementia: It was an opportunity to work hard every 

day with the aim of the Orange Cultural Festival. We hope that this project will lead to the creation 

of Aomori that is "friendly to dementia", encourage the creation of works, and eventually lead to brain 

activation． 

 

Keywords ; dementia, community contribution activities, orange, Cultural Festival, exhibitions 

 



青森大学付属総合研究所紀要 Vol.21, No.1/2, 41-45, March, 2020 
 

42 
 

１.緒言 

 認知症の人は約 462 万人と急増しており, 65 歳

以上の「4 人に 1 人」が“認知症”とその“予備軍

（軽度認知障害）”と推定されており，早急な対策

が迫られている（朝田，2013）． 

 2015 年に厚生労働省は「認知症施策推進 5 か年

計画」（2012 年 9 月公表のオレンジプラン）を改

め，「認知症施策推進総合戦略（新オレンジプラン）」

を策定した．さらに，2019 年には，認知症施策推

進関係閣僚会議において，「認知症施策推進大綱」 

がとりまとめられた．この大綱では認知症になっ

ても住み慣れた地域で自分らしく暮らし続けられ

る「共生」を目指し，「認知症バリアフリー」の取

組を進めていくとともに，「共生」の基盤の下，「通

いの場」の拡大等「予防」の取組を政府一丸となっ

て進めていくというものである． 

 青森県も認知症への対応が急がれており，認知

症の方々並びにご家族の方が住み慣れた地域で安

心して生活できる体制づくりや認知症を対象とし

た地域貢献活動の実践が喫緊の課題となっている． 

 青森大学薬学部大上研究室は，研究室のスロー

ガンを「認知症の方々の杖となれるように」と掲

げ，認知症の研究に加えて，様々な地域貢献活動

（オレンジ文化祭，いきいき脳健康教室，ミクロ

の世界へ等）に取り組んできた． 

 今回，当研究室が取り組んできた認知症を対象

とした地域貢献活動の成果や実践方法が，さらに

多くの地域につながることを目的として，「青森オ

レンジ文化祭～認知症の方々の作品展示会」（以下，

青森オレンジ文化祭）について 6 年間の活動内容 

とその成果について考察したので報告する． 

 

２.「青森オレンジ文化祭」の名称の由来 

 プロジェクト発足当時，厚生労働省が認知症対

策として推進していた「認知症施策推進 5 か年計

画」（2012 年 9 月公表のオレンジプランにちなん

で，本活動の名称を「オレンジ文化祭」とした． 

 

３.「青森オレンジ文化祭」の目的 

 著者らは ①認知症の啓発と②認知症の方々へ

の支援を目的に，認知症の方々の作品の展示会（オ

レンジ文化祭）を企画した． 

①認知症への理解を深めるための啓発 

 認知症になっても住み慣れた地域で自分らしく

暮らし続けられる「共生」を目指し，広く一般の

方々に，認知症を正しく理解し， 認知症について

考えて頂く機会となればと願い，オレンジ文化祭

を企画した． 

②認知症の方々への支援 

 認知症の方々にとって，作品作りが“励み”とな

り，また脳の活性化と認知機能の維持，低下抑制

につながることを期待し企画した． 

 

４.青森オレンジ文化祭の開催概要・内容 

4-1.開催期日と会場（表１） 

 2014 年 10 月に，第 1 回青森オレンジ文化祭を

青森大学にて，「大学祭」の催しの１つとして，大

学構内（3 号館 2 階）で開催した（大上ら， 2015 

年）．以来，毎年開催し，2019 年には，第 6 回青

森オレンジ文化祭を開催した．2017 年と 2018 年

は，春と秋に開催した．春は，青森市の中心市街地

にあるデパート中三青森（8 階）で 5 月に開催し，

秋は青森大学で開催した． 

 

4-2.参加者 

 青森大学が位置する幸畑地区（青森市）をはじ

表１ 開催日・会場・参加人数 
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め多数の一般市民の方々に参加して頂いた．また，

認知症の方々ご本人，ご家族並びに入所されてい

る施設の職員の方々にも参加頂いた． 

小学生，中高生も参加し、参加者数は，6 年間

で，延べ 2,000 人を超えた（表 1）． 

 

4-3.内容 

 オレンジ文化祭では，”認知症パビリオン型”の

文化祭（下記①～④）を企画した．認知症の方々の

作品展示コーナー（図 1）のみならず， 広く一般

の方々に， 認知症を正しく理解して頂けるように， 

②～④のコーナーも設けて実施した． 

 ①作品展示コーナー：作品展示コーナーでは，

書道（図 2）， 絵画（図 3），手芸，折り紙など， 

認知症の方々が作成された応募作品を展示した．

青森県はじめ岐阜県，兵庫県，宮崎県， 鹿児島県， 

沖縄県等，全国各地の高齢者施設，グループホー

ム等から応募を頂いた． 年度により異なるが，毎

回約 400 点におよぶ作品が集まった． 

 ②認知症サポーター養成講座（図 4）：厚生労働

省が推進している認知症サポーター養成講座を秋

のオレンジ文化祭で，6 年間実施した．その間，合

計 200 名ちかくの認知症サポーターが誕生し，オ

レンジリングを受講者全員に付与した． 

 ③顕微鏡コーナー（図 5）：顕微鏡で認知症の病

変を実際に観察できるコーナーを特設した． 他で

 

図 1 青森オレンジ文化祭：作品展示コーナー（左：青森大学，右：中三青森） 

図 2 105 歳．女性 

元小学校教師、認知

症グループホーム 

（兵庫県） 

図 3 82 歳．女性 

レビ-小体型認知

症、けいめい病院

（宮崎県） 

 
図 4 青森オレンジ文化祭：認知症サポータ

ー養成講座 
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はなかなか見ることのできない，貴重な「アルツ

ハイマー病のモデルマウスの脳」のプレパラート

標本を多数の方々に観察していただき，小学生か

ら高齢者に至るまで，認知症について強い関心を

もって頂くことができた． 

 ④脳のトレーニング（脳トレ）コーナー（図 5）：

脳トレコーナーを開設し，認知機能バランサー®

を用いた認知機能の測定や脳活性化トレーニング

を多数の方に体験して頂いた．特に，高齢者の方

に参加して頂き，予防についての意識をもって頂

くことができた． 

 

５.考察 

 著者らは，認知症をテーマとした地域貢献活動

として，「青森オレンジ文化祭～認知症の方々の作

品展示会」を 6 年間開催してきた．青森オレンジ

文化祭の開催を通じて，いくつかの成果を得るこ

とができた（下記①～③）． 

 ①参加者にとって：多数の方々に参加頂き，認

知症を正しく理解し，また認知症に向き合って頂

ける絶好の機会となった． 

 ②認知症の方々にとって：「オレンジ文化祭が作

品づくりの励みとなった．」，「また応募したい．」

という多数の声が認知症の方々や施設のスタッフ

から寄せられた．オレンジ文化祭を目標に日々作

品作りに励んで頂く機会となっている． 

 ③認知症サポーター：約 200 名の認知症サポー

ターを輩出することができ，厚生労働省が推進し

ている認知症サポーターの養成に貢献できた． 

 

６.総括 

 「あっ，あそこに自分たちの作品がある！」． 展

示会場にこられた作者の方達が，自分達の作品が

展示されているのを見て，その前で嬉しそうに，

また恥ずかしそうに，喜んで記念写真を撮ってお

られる光景をみていると，私達の思いが少しずつ，

根づいてきたように感じられた（図 6）． 

 本事業は，「認知症にやさしい」青森作りにつな

がり，作品づくりが励みとなり，ひいては，脳活性

化につながっていくことを願ってやまない． 
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図 5 青森オレンジ文化祭（左：顕微鏡コーナ

ー、右：脳トレコーナー） 

 

図 6「あ、あそこに自分達の作品がある！」 
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一環として実施しの一環として実施しました． 
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要 旨 

今回，著者らが取り組んできた認知症を対象とした地域貢献活動の成果や実践方法がさらに多くの地

域につながることを目的に「青森オレンジ文化祭～認知症の方々の作品展示会（以下，青森オレンジ文化

祭）」について，6 年間の活動とその成果を考察したので報告する．著者らは１）認知症の啓発と２）認

知症の方々への支援を目的に青森オレンジ文化祭を企画した．2014 年 10 月に，第 1 回青森オレンジ文

化祭を青森大学にて，「大学祭」の催しの１つとして開催した．以来，青森オレンジ文化祭を毎年開催し

てきた．2019 年には，第 6 回青森オレンジ文化祭を開催した．青森オレンジ文化祭には，多数の一般市

民の方々が参加した．参加者数は 6 年間で延べ 2,000 人を超えた．オレンジ文化祭では作品展示コーナ

ーのみならず，広く一般の方々に，認知症を正しく理解して頂けるように，認知症サポーター養成講座，

顕微鏡コーナー，並びに，脳活性トレーニングのコーナーも設けた．作品展示コーナーでは書道，絵画, 

手芸，折り紙など，認知症の方々が作成された作品を展示した．作品は，青森県はじめ兵庫県，宮崎県，

鹿児島県，沖縄県等，全国各地の高齢者施設から応募を頂き，毎回約 400 点におよぶ作品が集まった 6

年間継続して開催してきた青森オレンジ文化祭の開催を通じて，多くの成果を得ることができた．１）参

加者にとって：青森オレンジ文化祭に多数の方々に参加頂き，認知症を正しく理解し，また認知症に向き

合って頂ける絶好の機会となった．２）認知症の方々にとって：オレンジ文化祭を目標に日々作品作りに

励んで頂く機会となった．本事業は，「認知症にやさしい」青森作りにつながり，作品づくりが励みとな

り，ひいては，脳活性化につながっていくことを願ってやまない． 
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