
 

カフェ名 （仮）お楽しみ会 
問合せ先 

（電話番号） 

地域包括支援センタービオスの丘 

TEL：072-986-0211、FAX：072-980-7757 

開催場所 日下リージョンセンター 第 2会議室 

参加者 

テーマにご関心を持たれた方 

（認知症当事者、家族、地域住民、ボラン

ティア、専門職の方々など） 

開催日 

（開催頻度） 

不定期開催 

（第 3木曜日 15:10～16:10の告知した日） 

利用料 無料 

活動の様子 

 

新しい生活様式を踏まえ、認知症への理解を目的とした『場づくり』をはじめています。 

少人数ですが、地域の中での交流や情報交換の場として現在進行中です。 

 

（内容） 

『認知症理解につながる内容と情報交換』 

 

（過去の活動実績） 

認知症に関する映画を見る（5月） 

世界アルツハイマーデーについての映像を見る。連想ゲームやまめつかみ競争（9月） 

参加者同士の交流に花が咲きました。包括職員も常駐しております。 

 

（今後にむけて） 

失敗を恐れずに楽しめる内容をみんなで楽しみたいと思います。 

住み慣れた地域の中の『居場所』を盛り立てていきませんか？ 

ご友人やご家族とご一緒にどうぞ！ 

※途中参加・退出 OKです。お気軽にお越しください。 

※新型コロナウイルス感染予防等のため、検温・消毒等の感染対策にご協力をお願いします。 

注）不定期開催のため、開催日は上の連絡先までお問合せ下さい。 



カフェ名 移動式 幸せなカフェ 
問合せ先 

（電話番号） 

地域包括支援センター千寿園 

072-983-7725 

開催場所 東大阪市枚岡中学校区内（毎回場所が変わります） 

参加者 

認知症の方、家族 

地域の住民の方々、 

専門職、ボランティア、等々 

開催日 

（開催頻度） 
2 ヶ月に 1回 

利用料 無料 

活動の様子 

 

1.開始の挨拶 

参加者の自己紹介（名前と出身地、子供の頃に好きだった遊び） 

 

2.全員で椅子ヨガを実施 

 

3. 複数のグループに分かれて、レクリエーション（オセロ、将棋、福笑い、トランプ、ワニワニパニ

ック、黒ひげ危機一髪）や個別相談等 

 

4.最後に参加者のギターに合わせて、歌を歌う。 

 

＊いろんな方に来て頂きたいという意図から、毎回開催場所を変更しています。 

＊当事者の方やその家族、地域住民の方々の憩いの場となることを目的としています。 

 



カフェ名 おれんじサロン「いこか」 問合せ先
（TEL・FAX）

地域包括支援センター福寿苑
（ＴＥＬ072-985-8884・ＦＡＸ072-985-8885）

開催場所
地域包括支援センター福寿苑 2階会議室
東大阪市喜里川町2-18

参加者

認知症の方、その家族、
認知症に興味のある方、
10名（認知症の方優先）
ボランティア、
地域包括支援センター職員

開催日時
（開催頻度）

毎月第2木曜日１４：００～１５：００

参加費 無料

活動の様子

新型コロナウィルス感染拡大防止のため、「３密」を防ぐ対策を行っています！
参加される皆様も手洗いやマスク着用にご協力ください！

このカフェは少人数で参加者は認知症の方ばかり。
14時開始に合わせて、一人で来られない方をお迎えに行きます。

毎月テーマを決めて楽しんでもらっています。
現在は飲食を中止しており、ものづくり、脳トレ、体操などを中心に行っています。
デイサービスになかなか馴染めない認知症の方、こじんまりした方が好きな認知症
の方におすすめのカフェです。

認知症の方の対応に慣れたボランティアさんもいらっしゃいます。
ぜひ、一度ご見学くださ～い！

【様式2】 府HP掲載希望 有・無



 

 

カフェ名 すまいるカフェ 
問合せ先 

（電話番号） 
072-964-1011 

開催場所 公民館等 

参加者 

若年性認知症の人 

認知症の人 

認知症の家族を介護している人 

地域住民 

ケアマネ 

開催日 

（開催頻度） 
月一回 不定期 

利用料 無料 

活動の様子 

 

月に一度地域の公民館や自治会館をお借りして開催。 

当事者の方とその家族、地域住民向けに回覧板などで募集をしています。 

認知症予防の講座や、認知症についての勉強会を開催しています。 

コロナ禍で飲食の提供を行っていませんが、認知症予防としてものづくりも行っています。 

また認知症についての相談も受付を行っています。 

 

① 受付 

② 認知症カフェの趣旨説明 

③ ものづくり等 

④ 認知症の講話等 

⑤ コグニサイズ等の軽い体操や脳トレ 

⑥ 解散 

 



カフェ名 リボンカフェ（リボンのひろば 英田南）
問合せ先
（TEL・FAX）

地域包括支援センター島之内
072-960-6072

開催場所 英田公民分館 東大阪市吉田４丁目５番３８号

参加者 認知症の方・家族・地域住民開催日時
（開催頻度）

毎月 第４水曜日

参加費 無料

活動の様子

１３：３０ 受付 検温・体調のチェック・手指消毒・マスク着用の御願い
事前に作成してる参加者名簿（住所・連絡先記入済み）に記入

１４：００ 挨拶
メイン行事
・ミニ勉強会（健康教室・ものづくり教室など）
・脳トレ（クイズ・作品作り・習字など色々）
・体操

１５：００ ペットボトルのお茶とお菓子を配り、終了。

感染予防のため、人数は１５人程度にさせて頂いてます。
人数確認のため、参加の場合は事前にご連絡ください。
開催中は、安全な距離をとり、換気をしています。イスや机は開催前後に消毒をして
います。

【様式3】 府HP掲載希望 有・無



カフェ名 リボンカフェ（リボンのひろば 英田北）
問合せ先
（TEL・FAX）

地域包括支援センター島之内
072-960-6072

開催場所 英田公民分館 東大阪市吉田４丁目５番３８号

参加者 認知症の方・家族・地域住民開催日時
（開催頻度）

毎月 第４金曜日

参加費 無料

活動の様子

１３：３０ 受付 検温・体調のチェック・手指消毒・マスク着用の御願い
事前に作成してる参加者名簿（住所・連絡先記入済み）に記入

１４：００ 挨拶
メイン行事
・ミニ勉強会（健康教室・ものづくり教室など）
・脳トレ（クイズ・作品作り・習字など色々）
・体操

１５：００ ペットボトルのお茶とお菓子を配り、終了。

感染予防のため、人数は１５人程度にさせて頂いてます。
人数確認のため、参加の場合は事前にご連絡ください。
開催中は、安全な距離をとり、換気をしています。イスや机は開催前後に消毒をして
います。

【様式3】 府HP掲載希望 有・無



カフェ名 アンパスさろん 
問合せ先 

（電話番号） 

地域包括支援センターアンパス東大阪 

（06-4307-0165） 

開催場所 アンパス東大阪 会議室 

参加者 

認知症の方 

認知症の方の家族 

担当ケアマネージャー 

地域住民など 

 

開催日 

（開催頻度） 
奇数月第 2火曜日 10：30～1：30 14：00～15：00  

利用料 無料 

活動の様子 

 

入れたてのドリップ珈琲と、甘いお菓子でおもてなしします。 

ヴァイオリンやピアノの音色に合わせて歌を歌ったり、 

脳トレや認知症、講義を聞いたり、 

隣の人、後ろの人、包括職員と思い思いの話をしたり、 

たあいのない会話と、たくさんの笑顔。 

 

包括職員一同、アンパスカフェでお待ちしています。 

※コロナ禍のため、現在はコーヒーの提供は控えさせていただいて

おります。 

 

 



カフェ名 アーバンケア稲田 リボンカフェ
問合せ先
（TEL・FAX）

アーバンケア稲田
06-6748-8009

開催場所
東大阪市 稲田新町1-10-1
(コロナ禍の現在は楠根リージョンターにて開催中)

参加者

地域の方、民生委員の方
認知症の方、及びそのご家族
の方等。
どなたでも参加できます。

開催日時
（開催頻度）

毎月 第２土曜 14：０0～1５：00

参加費
無料

活動の様子

以前は施設にて開催しておりましたがコロナ禍の為、楠根リージョンをお借りして開催して
おります。
外出する機会がなかなか持てない現状の中、少しでも地域の方の集う場となり、顔見知りに
なり、皆で助け合って住み慣れた地域で生活をして頂くという事を目的としております。カ
フェでは認知症に関する話や、講師の方にお越しいただき、勉強会等を行っております。カ
フェの開催においては感染症対策を行い、飲み物等もペットボトルをお持ち帰りいただく等
の工夫を行っております。参加頂いた地域の皆様には、介護予防教室のご案内もさせて頂き
健康に対しての意識を高める様にしています。

一人で抱えている不安や悩み等を気軽に相談できる場として、地域の皆様に活用頂ければと
考えて居ります。気軽にお立ち寄りください。

【様式2】 府HP掲載希望 有・無



カフェ名
アーバンケア新喜多

リボンカフェ
問合せ先
（TEL・FAX）

地域包括支援センター アーバンケア新喜多

TEL 06－6784－0001
FAX 06－6784－7771

開催場所
御厨会館
東大阪市御厨４丁目６－３

参加者

認知症の方とご家族
地域住民
医療・介護の専門職
民生委員、ボランティア等
どなたでも参加できます。

開催日時
（開催頻度）

毎月第3土曜日
13：30～ 14：30

参加費 無料

活動の様子

※新型コロナウイルス感染症拡大防止のため飲食の提供は中止していま
す。三密を避けるため定員を設けており、事前申し込みが必要です。

13：00 受付（消毒・検温・体調確認を行い、参加者名簿に記載）

13：30 あいさつ
・勉強会（認知症について・暮らしに役立つ情報等）
・体操（認知症予防・機能訓練指導員による体操）
・指先を使っての脳トレ（折り紙、工作等）

14：20 体組成測定を行います。

14：30 終了です。

【様式3】 府HP掲載希望 有・無



カフェ名 ポルトカフェ 
問合せ先 

（電話番号） 

地域包括支援センターレーベンズポルト

TEL：06-6782-1313 

開催場所 
東大阪市高井田元町 1-19-24 

レーベンズラウム会議室 

参加者 
地域住民・ボランティア・専門職・包括職員 

 
開催日 

（開催頻度） 

毎月第２土曜日 

14：00～15：00 

利用料 無料 

活動の様子 

 

学習療法、かるた、トランプ等、工夫しながらメニューを考えて、和気あいあいとした雰囲気の中で

行っています。 

当事者の方も参加されていますが、周囲の方の支援やアドバイスもあり、支え合いも見られてい

ます。 

当事者に合わせたメニューも考えています。 

最後には簡単な体操をしたり、手話コーラスを行ったりしています。 

見学は自由です。一度遊びに来てください！ 

 

 



カフェ名 まほろばカフェ 
問合せ先 

（電話番号） 
TEL:06-6728-3099 

開催場所 
総合事業センターイースタンビラ 

東大阪市柏田本町 7-5  

参加者 

認知症の方 

ご家族 

地域のご高齢者 

地域包括支援センター職員 

 

開催日 

（開催頻度） 

第 2・第 4土曜日  

①13：30～14：30 ②15；00～16：00 

利用料 無料 （手芸等を行う場合、材料費として 100円） 

活動の様子 

 

≪スケジュール≫ 

・体調確認、体温測定、手指消毒 

・講和（認知症のこと等） 

・脳トレ（認知症予防・クイズ・ゲーム・手芸等） 

・談笑タイム（時事ニュース等） 

⁂「まほろば」とは、古事記にも登場する日本の古語で「素晴らしい場所」という意味です。 

⁂開催時間は短いですが、自由で気楽な時間を楽しんでいただきたいと考えております。 

 まずはお気軽に電話でお問合せください。 

 

 


