
オレンジカフェとは

認知症のことや物忘れ等が気になりはじめたご本人やご家族、

地域住民、専門職等、地域の誰もが気軽に集い、楽しく過ごしな

がら仲間づくりや情報交換等をする地域の拠点のことです。

※「オレンジカフェ」は枚方市の認知症カフェの愛称です。



実施日時

実施日 毎月　第3月曜日

参加費

1００円
(コーヒー代含む)

時間 13：30～15：00 事前参加申込：不要

カフェのPR

閑静な住宅街にある一戸建て住宅で、お茶を飲みながらカラオケや趣味
を楽しみませんか?ゲームや手芸等、出来るだけお好みに応じて企画致
します。又お困りの介護問題について、相談窓口を設けますので、お気
軽にお越し下さい。
※ボランティアスタッフ募集中。詳しくはお電話ください。

ふりがな おれんじかふぇ　ひまわり

連絡先 072-858-5081
名　称 オレンジカフェ　ひまわり

場所

住所
氷室台１丁目８－１ 実施形態 民　家

実施日時

実施日 毎月　第３水曜日

参加費

１００円
（飲食代を含む）

時間 14：00～15：30 事前参加申込：不要

カフェのPR
各分野のスタッフと一緒に今困っている事をひとつひとつ解決していきま
しょう。また同じ悩みを持った方との交流により、心の安らぎを感じる事が
できるかもしれません。気軽にオレンジカフェに足を運んでみてください。

ふりがな おれんじかふぇ　こうりえん

連絡先 072-835-1010
名　称 オレンジカフェ　香里園

場所

住所

香里園町９－２５
　３階リハビリ室
(川口脳神経外科リハビリクリニック)

実施形態 医療機関



実施日時

実施日
毎月　第３日曜日

(雨天中止)
参加費

原則無料

時間 13：00～15：00 事前参加申込：不要

カフェのPR

「そぉれ de おしゃべりカフェ」は、特別なプログラムはありません。参加さ
れる方の知りたい事、疑問に思う事、聞いてほしい事などざっくばらんに
お話しすることで、自然と集えるそんな場所を目指しています。「そぉれ」
は認知症ケアに携わる専門職として、認知症のある方にも安心して集え
るそんな場の提供を通し、これからの地域づくりのお手伝いができればと
考えています。
※ボランティアスタッフ募集中。詳しくはお電話ください。

ふりがな そぉれでおしゃべりかふぇ

連絡先 072-864-5788
名　称 そぉれ de おしゃべりカフェ

場所

住所
長尾元町７－３６－１ 実施形態

グループホーム
そぉれ駐車場

実施日時

実施日 毎月　第２・第４土曜日

参加費
１００円

時間 10：00～12：30 事前参加申込：不要

カフェのPR

共に笑い、共に泣く。一緒に涙も流せるカフェ！体操・歌・楽器、お話等を
通して、「体元気！心元気！」を目指します。心の癒し、ほっと重荷を降ろ
せるひとときを共に過ごしませんか。
※ボランティアスタッフ募集中。詳しくはお電話ください。

ふりがな
つだぶどうのき
　　　でいるーむかふぇ

連絡先 072-859-1346
名　称

津田ぶどうの木
　　　デイルームカフェ

場所

住所

津田元町２丁目５４－７
(宗)日本バプテスト教会連合
学研都市キリスト教会

実施形態 キリスト教会



実施日時

実施日 毎月　第1・第3木曜日、第4金曜日

参加費

ソフトドリンク代として
 ２５０円

時間 10：00～12：00 事前参加申込：要

カフェのPR

・いつでも誰もが気軽に立ち寄れる場所として開設されているコミュニティ
サロン
・月１回何でも相談日を設けている（第4金曜日）
・「歌声喫茶（第1,3木曜日）」の日と「何でも相談（第4金曜日）」をオレンジ
カフェとしてもご利用していただく
※会場が大きく変更されているため、お問い合わせください
　080-3777-3389 宮原

ふりがな いきいきサロン

連絡先 080-3777-3389
名　称 いきいきサロン

場所

住所

各自治会集会所
フルール長尾 実施形態

第1,3(木)は歌声喫
茶、第4(金)は様々な
イベントが楽しめる

実施日時

実施日 毎月　第４水曜日

参加費
無料

時間 13：30～15：30 事前参加申込：不要

カフェのPR

枚方公園駅近くで集うのにとても便利な場所です。月１度地域の皆様と映
画鑑賞をしながらゆったりとした時間を過ごしていただきます。飲み物持
参でも結構ですし、コーヒー・紅茶・ジュース等でしたら１５０円でお出しす
ることもできます。

ふりがな こもれび

連絡先 072-843-7717
名　称 こもれび

場所

住所
伊加賀北町３番２０号１０３ 実施形態 高齢者向け住宅



実施日時

実施日 第3金曜日

参加費
100円

時間 14：00～15：30など 事前参加申込：不要

カフェのPR

「介護」って、みんなどうしているのかな？ちょっと聞いてみたいなぁ
最近、物忘れも気になる、認知症の予防など、気軽に相談したいけど。
認知症があっても、できることや楽しみの機会がほしいなど、
認知症、物忘れ、介護、健康などに不安や興味のある方、
ちょっと知りたい、相談したい等、地域の方どなたでもご参加ください。
介護の専門家がお話をお伺いいたします。
※ボランティアスタッフ募集中。詳しくはお電話ください。

ふりがな こうりがおかこもれびカフェ

連絡先 072-854-5826
名　称 香里ケ丘こもれびカフェ

場所

住所

枚方市香里ケ丘３丁目15-1
　　ひらかた聖徳園

実施形態 施設

実施日時

実施日 毎月第2日曜日

参加費

100円
（コーヒー代含む）

時間 11：00～12：00 事前参加申込：不要

カフェのPR
地域の誰もが気軽に集え、多職種のスタッフと共に仲間作りや情報交換
ができる場を目指しています。0才～100才まで集える地域の「いこいの
場」オレンジカフェ元気を目指します。

ふりがな おれんじかふぇ　げんき

連絡先 072-854-3787
名　称 オレンジカフェ　元気

場所

住所
東香里元町28-30 実施形態 ディサービス



　

時間 15：00～17：00

カフェのPR

　１２団体が運営スタッフとして参加協力し、各団体が持つ経験やノウハ
ウを生かし、認知症高齢者・障害のある方・話相手のいない方・老若男
女・赤ちゃんまでを対象とし、誰もが気軽に楽しめてくつろげる場です。
　また、月２回の内、第２火曜日はＣＳＷ（コミュニティソーシャルワー
カー）の協力を得て、出張相談を開催し専門職と連携した相談も実施しま
す。

場所

住所

枚方市新町２丁目１－３５
　ラポール　ひらかた

実施形態 施設

実施日時

実施日 第２・４火曜日

参加費
100円

時間 13：30～15：00 事前参加申込：不要

ふりがな ちゃのね　おれんじかふぇ

連絡先 072-867-1253
名　称 茶の音　オレンジカフェ

カフェのPR

「日本茶を愉しむ」をテーマに日本茶インストラクターと一緒に、日本茶や
お茶を使った料理などを楽しみ、癒しのひとときを過ごしていただけるお
店です。
日本茶インストラクターの店主による日本茶の淹れ方教室を内容に加
え、日本茶を飲み比べして頂ける様になりました。

ふりがな さわやかかふぇ

連絡先 072-807-3448
名　称 さわやかカフェ

場所

住所
枚方市南楠葉1丁目１４－４ 実施形態 喫茶店

実施日時 参加費
300円

事前参加申込：要

実施日 第１・３水曜日



実施日時

実施日 毎月第4木曜日

参加費

100円
（コーヒー代等含む）

時間 13：30～14：30 事前参加申込：不要

カフェのPR

特養いこいの里の地域交流スペースで、認知症カフェをオープンします。
認知症に関して悩んでおられる方、疑問のある方など、どのような方でも
自由に参加していただけます。
広い駐車場スペースもあり、車いすの方でも大丈夫です。認知症の専門
職、相談員も居ますので、ぜひ、お気軽にお立ち寄りください。

ふりがな おれんじかふぇ　いこい

連絡先 072-898-2193
名　称 オレンジカフェ　いこい

場所

住所
枚方市交北2-10-1 実施形態 施設

実施日時

実施日 毎月第3日曜日

参加費

100円
（飲み物代含む）

時間 10：00～15：00 事前参加申込：不要

カフェのPR

老健施設内は、バリアフリーで、広々とした空間があり、気軽に寄ってお
茶して、おくつろぎいただけます。施設には看護師・介護福祉士・ケアマ
ネージャーなどがいますので、認知症のことだけでなく、介護保険・体調
の事など気軽に相談ください。

ふりがな ひだまりかふぇ

連絡先 072-808-5000
名　称 ひだまりカフェ

場所

住所

枚方市春日北町4-21-1
介護老人保健施設　勘右ヱ門

実施形態 施設



実施日時

実施日
毎月第4日曜日

（12月のみ第3日曜日）
参加費

100円（飲食代）

時間 13：00～15：00 事前参加申込：不要
（車で来所は要）

カフェのPR

認知症ケア専門士のスタッフが相談を承ります。お車でお越しの際は事前申込
が必要です。おやつと飲み物をご用意しておりますので、持ち込みはご遠慮くだ
さい。「認知症について知りたい」「今さら聞けないこと」「ちょっと聞いて下さい」
などゆっくり語らいましょう。

ふりがな こまごのおれんじかふぇ

連絡先 072-840-5152
名　称 こまごのオレンジカフェ

場所

住所

枚方市片鉾本町15番41号
　ベルエールⅡ　1階

実施形態 介護保険事業所


