
カフェ名 いこいのカフェ 

問合せ先 

（電話番

号） 

茨木市社会福祉協議会 

（072）627-0033 

運営：茨木市老人介護家族の会   

開催場所 茨木市主原町６番１号 メゾン茨木主原１０１ 

参加者 

介護者、要介護者（認知症の方）、介護経験者、

大学生、高校生、社会福祉協議会職員、地域包括

支援センター職員、地域住民、薬剤師 など 

開催日 

（開催頻度） 

毎月 第２木曜日 午後１時３０分～３時３０分 
（８月・１２月はお休み） 

利用料 無料 

活動の様子 
 

・茨木市老人介護家族の会が運営。 

 ・介護の悩みを、ゆったりとお茶を飲みながら話し合う場として運営。 

 ・介護している方、介護されている方、看取りを終えた方、介護経験者、地域住民、大学生、高校生、

専門職などが気軽に集う。 

 ・家族の会メンバー３人が当番制で接遇や相談等を対応し互いを支え合う場です。 

 ・みんながやさしい街いばらき「いばらきオレンジかふぇ(認知症カフェ)」の役割を担う。 

  

＜メニュー＞ 

 コーヒー、お茶等飲料水とお菓子 

＜１日の様子＞ 

  進 行 係：会長・副会長 

  参加者紹介：初めて参加された方の紹介 

        再度参加されている方の近況報告 

  内   容：お茶を飲みながら介護についての話や情報交換 

        認知症ケアについての情報提供 

       その他、大正琴伴奏による懐かしい歌の合唱や介護予防体操 



カフェ名 Café オレンジハウス 
問合せ先 

（電話番号） 

ヘルパーハウス茨木 

072-636-9015 

開催場所 
ヘルパーハウス茨木 オレンジハウス 

（茨木市東奈良 1-5-5） 

参加者 

関心のある方歓迎いたします。 

当事者、ご家族、介護関係者、 

ボランティア、ご近所の方 

※毎回 15名前後の参加があります。 

開催日 

（開催頻度） 

毎週   火曜日 PM 2：00～ 4：00 

毎月第２土曜日 AM10：00～12：00(休止中） 

第４木曜日 PM 2：00～ 4：00(休止中） 

利用料 100円(ドリンク代) 

活動の様子 
 

 

●月６回、第２土曜日、第４木曜日、毎週火曜日に開催しています。 

 ●毎週火曜日の開催時は、交流会やミニ相談会を実施しています。 

 ●飲み物はこだわりのコーヒー、紅茶、抹茶、ジュース、手作りドリンクを用意しています。 

  ※季節によってメニューを変えて、来ていただく楽しみを増やしています。 

 ●当日はミニ企画を用意しています。 

 ●協力者の方の特技を生かした楽しみを提供しています。 

  （例：ギターの生演奏に合わせて歌う、ロコモ体操、英語で遊ぼう、折り紙、 

   ストレッチ体操、ハンドマッサージ、ミニ講座など） 

 ●当事者、家族、介護関係者、ご近所の方など誰でも自由に参加して皆さん 

  一緒になって楽しんでいます。 

 ●これからは定例日以外に介護者の交流や専門職交流等も企画していきます。 

 ●パーキンソン病の方が当事者交流できるように PDカフェを併設しています。 



カフェ名 オレンジカフェ いっぷく 
問合せ先 

（電話番号） 

認知症対応型通所介護 いっぷく 

072-643-5181   

開催場所 
認知症対応型通所介護いっぷく内 

（茨木市西福井４−４−２２） 

参加者 

利用者様 利用者様ご家族 

地域住民(年齢問わず、地域の限定なし) 

地域の学生 

地域包括支援センター職員 

民生委員 福祉委員 

いっぷく職員 職員こども 等 

開催日 

（開催頻度） 
毎月第２金曜日 １３：００〜１６：００ 

利用料 
１００円 ドリンク代 

（コーヒー・緑茶・お代わり自由） 

活動の様子 

 

 

○毎月第二火曜日に開催  

  古民型の認知症対応型デイサービスを開放して開催しています。 

  ご利用者様とのふれあいやデイサービスの活動内容も知ってもらいながら、 

  デイサービスが地域との交流の場として活用してもらえるように運営しております。 

  また認知症に関しての悩み事や相談などが気軽に出来る場所作りを目指しています。 

 

【特徴・内容】  

季節のデザートを一緒に作成したり、お茶菓子やお茶を飲みながらお話をしています。 

アロマ ハンドセラピーの実施や、ご利用者様と季節のイベントなども一緒に参加いただけます。 

また地域の方の憩いの場となるよう気軽な雰囲気で行なっています。 

＠LINE や Facebook にて情報を掲載しています。 

        



カフェ名 かふぇリーラ 
問合せ先 

（電話番号） 

慶徳会地域相談支援室 

072-657-7717   

開催場所 
茨木市見付山一丁目３番２９号              

慶徳会小規模多機能センターなでしこ２Ｆ 

参加者 

地域住民 

専門職 

ボランティア 

開催日 

（開催頻度） 
奇数月（第４水曜日）１４：００～１５：３０ 

利用料 １００円（飲み物、お菓子付き） 

活動の様子 

 

 

 

《スケジュール》 

 ・１４：００～１４：４０ 「体操・ゲーム」をして楽しく体を動かしています！ 

   ～月ごとにテーマを決めて～ 

    〈笑いヨガ（ラクターヨガ）、お掃除体操、口腔体操、他〉 

   ※笑いヨガはとにかく楽しくて笑いっぱなしで、皆さん「こんなに笑って顔が 

     しわしわになるやん」「次も絶対これしてや～」と人気ナンバーワンです！ 

 ・１４：４０～１５：３０ お茶会 

   参加者同士で楽しくおしゃべりをしながら交流をしています。 

   素敵なカップソーサーで、美味しいコーヒーを飲みながら話に花が咲きます。 

  

※専門職が対応していますので、介護相談や情報提供を行うことができます。 

皆様、お気軽にご参加ください。 



カフェ名 
ぷらっとホーム 

子民家“よってこ”(よってこサロン) 

問合せ先 

（電話番号） 

社会福祉協議会 

072-627-0033   

開催場所 
 

茨木市耳原三丁目６番１６号(耳原児童遊園内) 

参加者 

福祉委員 

地域住民 

社会福祉協議会 

CSW 

地域包括支援センター 

など 

開催日 

（開催頻度） 

 

週１回（木曜日） 13：00～15：00 

利用料 
 

100円（飲み物・お菓子付き） 

活動の様子 

 

 

・耳原地区福祉委員会が運営しています。 

・木造の平屋を地域の子どもから大人まで幅広い年代の方々で、 

 ペンキ塗り等を行って改修した「地域の集いの場」です。 

・施設の前には公園があり、遊び疲れた子どもたちも休憩できます。 

・誰でも気軽に集えて、ゆったりと過ごせる温かな「地域の居場所」となっています。 

・第２木曜日は書道教室も行っているので、興味のある方はご参加ください。 

 

※子民家“よってこ”では、毎月最終火曜日に『よってこ食堂(こども食堂)』、 

第２金曜日は『子育てサロン』を行っていますので、 

参加希望の方は是非お問い合わせください。 



カフェ名 ラガールカフェ 
問合せ先 

（電話番号） 

072-648-1500  

開催場所 
茨木特別養護老人ホームラガール １Ｆ食堂 

（大阪府茨木市大字安威 12番地） 

参加者 

・地域住民 

・認知症の方とご家族 

・茨木市相談支援課職員 

・居宅介護支援事業所のケアマネ 

・認知症地域支援推進員 

・その他 

※ご興味のある方はどなたでも参加できます。 

開催日 

（開催頻度） 
毎月第一火曜日 午後 1時 30分～3時 00分 

利用料 
コーヒー200 円・クッキー100円 

※お飲み物、お菓子等ご持参可。自販機設置あり。 

活動の様子 

 

 

・講義（認知症予防について・健康維持について等） 

・グループワーク・ゲーム・合唱等 

・体操 

・茶話会 

今後のカフェへの希望を参加者の皆様よりご意見を頂きスタッフを交え検討し、 

参加者の皆様と共に作り上げていくカフェです。 

※参加費用は無料です。 

お飲み物やお菓子を持参して頂いたり、設置してある自動販売機で購入して頂いても、 

喫茶でコーヒー等を注文して頂く事もできます。 

笑顔と活気あふれる優しいカフェに、是非ともお気軽にご参加下さい。 

カフェ参加者及びスタッフ一同、新しいお仲間を心よりお待ちしております！ 



カフェ名 カフェ 紫葉  （しよう） 
問合せ先 

（電話番号） 

０７２－６３３－３１１３   

開催場所 茨木市新和町１２－１７ 

参加者 地域の方どなたでも参加できます 
開催日 

（開催頻度） 
月 1回（第４火曜日） １３：３０～１５：３０ 

利用料 飲み物２００円 

活動の様子 
 

【特色】 

・地域で長く化粧品のお店をしています。 

 お店の片隅にあるスペースでお客様と楽しく交流をしています。  

   

【内容】 

・月に一度 第４火曜日 １３：３０～１５：３０ 「カフェ紫葉」を開催しますが、 

祝日の場合は、お休みになります。 

・認知症や介護保険等に関することや、地域の相談先の連絡先などの情報を提供します。 

・ご希望によって、専門職による認知症予防、介護予防などの勉強会も実施することができます。 

・地域の中で、楽しく過ごせる「居場所」となります。 

カフェ開催の際は、ハンドマッサージを無料で施術しますので、どうぞ遠慮なくお越しくださ

い。 

詳しくはどうぞお問い合わせ下さい（土・日・祝日はお休みです）。 



 

カフェ名 喫茶すかいぶるー 
問合せ先 

（電話番号） 

０７２－６３３－７５８７   

開催場所 
茨木市中総持寺町３番２５号 

（コミュニティデイハウス・デイスポット駅前ランド） 

参加者 

地域住民 

ボランティア 

介護予防研修修了者 

ヘルパー 

開催日 

（開催頻度） 
毎月第２・４土曜日 １１：００～１５：００ 

利用料 飲み物１００円、ランチ１５０円 

活動の様子 

 

・第（２）土曜日は「昭和歌謡を唄う集い」 

 皆さんが若い頃に流行った「歌声喫茶」のように、皆で大合唱しとても楽しそうです。 

・第（４）土曜日はフリーマーケット開催 

 フリーマーケットでは皆さん楽しみにされ、ファッションショーのように着替えて、気に 

 入ったものを安く買われています（収益金は認知症カフェの食材費にあてています）。 

☆商店街の中にある場所なので、皆さん立ち寄りやすい環境です。 

☆ランチは１５０円で、チャーハン、カレー、焼きそば：各１品スープ付きです。 



カフェ名 ふくふくカフェ 
問合せ先 

（電話番号） 

あいの訪問看護ステーション 

072-626-8102 

開催場所 あいの訪問看護ステーション 1階 

参加者 

 

 

 

専門職・ボランティア 
開催日 

（開催頻度） 
毎月第３木曜日 13：30～15：30 

利用料 
参加費 100円（お菓子、コーヒー、紅茶、お茶

等の飲み物はおかわり自由、持ち込み可） 

活動の様子 
 

 

 

 

【特徴】 

●訪問看護ステーションが運営しています。（2階に訪問看護ステーションがあります） 

●昭和の家の雰囲気がある和室と縁側でお茶を飲みながらのんびりと過ごして頂けます。 

●外出の機会や息抜きの場所として是非ご利用下さい。 

●看護師がおりますので、健康面や介護の事などの相談もお受けしています 

 

 ★どなたでもお気軽にお立ち寄りください。 

 

 



カフェ名 
ぷらっとホーム 

丘の家～愉楽～ 

問合せ先 

（電話番号） 

社会福祉協議会 

072-627-0033   

開催場所 茨木市南春日丘三丁目２番３号 

参加者 

福祉委員 

地域住民 

社会福祉協議会 

CSW 

地域包括支援センター 

開催日 

（開催頻度） 
週１回（木曜日） 13：30～16：00 

利用料 100円（飲み物・お菓子付き） 

活動の様子 

 

 

・沢池地区福祉委員会が運営し、楽しみながら開催しています。 

・福祉委員の想いや優しさが詰まった、人と人とがつながることができる 

場所です。 

・毎回、たくさんの地域住民の方が来られ、地域の皆さんで創り上げられています。 

・お茶を飲みながらお話をしたり、オルガンの生演奏を楽しまれたりと、 

穏やかな時間が流れています。 

・今後、地域住民の想いを汲み取りながら、カラオケ大会や編み物等の取組みができれば 

と考えています。 



カフェ名 ほのぼの喫茶沢良宜 
問合せ先 

（電話番号） 

072-633-2600 

森本まで 

開催場所 
茨木市沢良宜東町 6-13 

エイジフリーハウス茨木沢良宜内 

参加者 

近隣住人、ハウス住人、ご家族 

その他来ていただける方すべて。 

認知症地域支援推進員さん 

民生委員さん 

ボランティアさん    など 

ハウス職員、関係者 など 

開催日 

（開催頻度） 

毎月 1回 

第 3金曜日 13：30～ 

利用料 無料（お飲み物、お菓子付き） 

活動の様子 

  

 

      

 

ほんわかあったかい場所を目指し開催を継続しています。 

生活の中で、介護に関する不安や疑問をお持ちの方やご家族様、入居者様やそのご家族様に参加していただいてい

ます。 

入居者の方々は、普段と違う喫茶店の雰囲気を楽しまれています。 

 

〇13時頃より準備 

〇お花を生けるのも入居者様に手伝ってもらいます。 

〇13時 30分～カフェオープンです。 

〇ボランティアさんも来てもらい、ご注文をいただいて職員がお持ちします。 

〇職員もお客さんになり、普段とはちがう会話がはずみます。 

 

2019年度からは、茨木市の出前講座や専門家によるミニ講座、福祉用具の展示、 

ボランティアさんによる転倒予防体操など、盛りだくさんの内容に進化します。 

 

是非のぞきに来てください。 



カフェ名 オレンジかふぇ ひだまり 
問合せ先 

（電話番号） 

在宅複合型老人介護施設 天兆園 

０７２－６４０－３９６５ 

開催場所 
在宅複合型老人介護施設 天兆園 

（１F パブリックスペース） 

参加者 

認知症の方・家族 

地域住民 

ボランティア 

ケアマネージャー 

地域包括支援センター職員 

専門職 

開催日 

（開催頻度） 

毎月第二水曜日 １３：３０～１５：００ 

月一回実施 

利用料 
飲み物フリードリンク制（お菓子付）１００円 

アイスクリーム別途１００円 

活動の様子 

 

 

☆毎月第二水曜日に実施しております 

スケジュール例 

 １３：００～巡回バスが停車場所までお迎えに行きます（予約制） 

 １３：３０～天兆園職員により司会・進行行う 

       元気いばらき体操 

 １３：５０～イベント開始 

       （毎月さまざまなイベントを実施しており、研修やレクリエーション、カラオケや体力測定など） 

 １４：２０～イベント終了後に参加者同士や職員が間に入って時間まで談話行う 

 １５：００～次回案内行い、帰りの巡回バス出発 

 

 

※フリードリンク制だが一杯目のみオーダー制で、その後はお変わり自由のフリードリンク制 

  （ホットコーヒー・アイスコーヒー・ホットティー・アイスティー・アップル・オレンジジュースなどがあり、 

  お菓子もたくさん用意してあります。アイスクリームはご注文があれば別途１００円で召し上がれます） 

  

 ○認知症や介護の相談ができるように専門職が毎回参加しております。 

 



カフェ名 憩いとやすらぎのカフェはるかぜ 
問合せ先 

（電話番号） 

特別養護老人ホーム 春風 

  ０７２－６４０－２６２６  

開催場所 
特別養護老人ホーム 春風 

（茨木市南安威２丁目１０番５号） 

参加者 
地域住民の方（年齢、地域を問わず） 

民生委員、福祉委員など 

開催日 

（開催頻度） 

第２水曜日 １４：００～１５：３０ 

月１回 

利用料 １００円（飲みもの・お菓子付） 

活動の様子 

 

 

１４：００～１５：００ デイサービスのご利用者と一緒に音楽療法や、体操、 

             レクリエーション。ボランティアさんの演奏会などに参加。 

             生活に役立つミニ講座も開催。 

              

 １５：００～１５：３０ わきあいあいと談話をしながら、コーヒータイム。 

 ※介護支援専門員、認知症サポーター、機能訓練指導員、相談員などの専門職も     

   参加しているので気軽にご相談いただけます。 



カフェ名 いこいこ亭 
問合せ先 

（電話番号） 

社会福祉協議会 

072-627-0033   

開催場所 
茨木市学園町 4番 18号 

東コミュニティセンター実習室 

参加者 

地域住民 

ボランティア 

CSW 

地域包括支援センター 

専門職など 

開催日 

（開催頻度） 
月 2回（第 1・第 3木曜日） 11：00～15：00 

利用料 100円〈飲み物・お菓子付き） 

活動の様子 

 

・東地区福祉委員会（ボランティアの会）が開いています。 

・地域の幅広い年代の方々が来られ、ゆっくりとした時間を過ごされています。 

・認知症の方も来られ、「毎回楽しみにしている」との声があります。 

・地域包括支援センター等の支援機関と連携を密に図っているので、 

 顔のみえる関係づくりができています。 

・スタッフによる手作りのおやつが好評で、毎回いろいろなお菓子が出ます。（お楽しみに） 

 

 



カフェ名 オレンジかふぇコティ東彩都 
問合せ先 

（電話番号） 
072-648-1700  西浦・岸本 

開催場所 茨木市佐保 266 デイサービスコティ東彩都デイルーム 

参加者 

地域の方々   利用者ご家族 

民生委員さん  福祉委員さん 

オレンジかふぇ関係者 ケアマネさん 職員 

開催日 

（開催頻度） 
毎月 1 回 第 1 土曜日 13：30～ 

利用料 100 円（飲み物、お菓子代として） 

活動の様子 

 

開設9年目を迎え、創設以来の目的であった「地域の役に立つ事業所」を実践できたらと、令和元年8 月より

オープンしました。 

 

オープニングは、毎回40 分くらい、ボランティアさんの協力で楽しいミニイベントを行っています。8 月はハー

モニカの演奏会、9 月は簡単でおいしいおやつ作り、10 月は大正琴に合わせて歌いました。11 月は参加され

た方の中に、お茶のお稽古をしている方が複数おられ、「お茶会」をしようということになりました。また楽器の得

意な方が「次は演奏しましょう」と言ってくださったり、皆様の協力で楽しい「かふぇ」となっています。 

次に、職員による「認知症予防体操」や「介護サービス」についての話、「みんなが参加できるゲーム」で、初

対面の方々もすぐに打ち解けていらっしゃいます。14 時45 分からは、お茶とお菓子で懇談会。 認知症の方や

ご家族の相談や悩みについては、専門職であるゲストや職員がお話をじっくりと聞いてアドバイスします。 

 

コティ東彩都の特徴は、フットケアセラピストが毎回無料で行っている「フットケア」です。希望される方が多い

ときには、初回の方を優先していますが、これを楽しみに毎回参加される方もいらっしゃいます。 

 

また独居で見守りの必要な方や、引きこもりの方には、「かふぇ」にお越しいただけるようお宅へ出向いてご案

内しています。 

 

みんなで育てた朝顔 

が満開。自然豊かな 

デイサービスです。 

お客様も一緒に 

ゲームを楽しみます。 

フットケアが大好評。 

長年頑張ってきた 

足を優しくいたわり 

ます。 



カフェ名 

ōrange café 

ｋｉｋｉ＆ｃｏｃｏ 

問合せ先 

（電話番号） 

おくだ内科クリニック 

０７２－６５７－８６３７ 

開催場所 

おくだ内科クリニック 

（茨木市双葉町 6-2 

フォルテ・ディ・コンフォート４階） 

参加者 

 

開催日 

（開催頻度） 

月１回 

第４金曜日 １３：３０～１７：００ 

利用料 
３００円 

（飲み物+お菓子付） 

活動の様子 

 

 

令和 2年 2月からクリニック内にて認知症カフェの「orange cafe kiki&coco」をオープンします。 

認知症の方や、そのご家族はもちろん、介護にお困りの方や誰かとお話がしたいという方など、 

ご都合が合う方はぜひお越しください！バリアフリーのため、車いすの方でもお越し頂けます。 

また、セラピードッグとしてトイプードルの kiki と cocoが皆様のお越しをお待ちしております♪ 

kiki と cocoの出勤は以下のお時間になりますので、触れ合いたいという方はぜひ参考にしてください☆ 

第一部 14：30～15：00   第ニ部 15：30～16：00    第三部 16：30～17：00 

体調により出勤できない場合がありますので、ご了承ください。 

◎認知症、認知症ケアに関すること、一人で抱え込まず気軽に相談してください。 

皆さんで楽しい時間を過ごしましょう♪ 



カフェ名 カフェ ふらっと 
問合せ先 

（電話番号） 

カフェふらっと 

０７２-６２８－６５６４ 

開催場所 
茨木市下中条町３番２７号                  

中条公民館 

参加者 地域の方どなたでも参加できます 開催日 

（開催頻度） 

月１回（第１水曜日） 

１３：３０～１５：００ 

利用料 １００円（飲み物・お菓子付き） 

活動の様子 

 

《スケジュール》 

   

    １３：３０  ～ 歌や趣向を凝らしたレクリエーション等を行います。 

   

    １４：１０ ～ カフェタイム（交流会） 

             参加者どうしで、会話に花が咲きます 

   

    １４：４５ ～ 体操 

             スタッフがお手本となり身体を動かします。 

楽しみながら身体をほぐします。 

 

    １５：００ ～ 終了    

  

※ 「カフェふらっと」は、認知症サポーターが活躍しています。 

地域の方々、認知症の方や介護をされている方々も、どんどん参加してください。 

初めての方も大歓迎です。 

 



カフェ名 オレンジカフェぽかぽか 
問合せ先 

（電話番号） 

スターライン薬局 

０７２－６９７－８６２０ 

開催場所 
茨木市永代町７－１２フジタビル 1階 

スターライン薬局内 

参加者 

認知症の人 

介護者家族 

地認知症サポーター 

地域住民 

専門職 など 

 ※どなたでもご参加ください。 

開催日 

（開催頻度） 
毎月第３土曜日（毎月１回） 

利用料 １００円（飲み物、お菓子付き） 

活動の様子 
 

月に一度開催しています。 

スタッフには薬剤師もいます。認知症のお薬のことやそれ以外のお薬のことなど、

お気軽にご相談ください。 

資料を使って認知症のことを勉強したり、カレンダーを作ったりしながら、みんな

で楽しんでいます。 

認知症の人や、その家族、ご近所にお住まいの方など誰もが気軽に集う「オレンジ

カフェぽかぽか」に、一度遊びに来ませんか。 

 



カフェ名 うたごえ喫茶「夕やけ小やけ」 
問合せ先 

（電話番号） 

ケアプランセンターあゆ 

０７２－６５７－０２３７ 

開催場所 
茨木市鮎川３丁目５－２５ 

アライブケア東雲敷地内 

参加者 

認知症の人 

介護者家族 

地認知症サポーター 

地域住民 

専門職 など 

 ※どなたでもご参加ください。 

開催日 

（開催頻度） 
毎月第４木曜日（毎月１回） 

利用料 １００円（飲み物、お菓子付き） 

活動の様子 

 

「夕やけ小やけで日が暮れて～～～♪」 

子どものころに覚えた歌は、なんとなく口ずさめるもの！？ 

認知症の人や、介護者の人、ご近所にお住まいの方など、 

みんなで一緒に「懐かしい歌」を歌ったり、 

コーヒーを飲みながら楽しくおしゃべりしたりして、 

素敵な時間を過ごしませんか。 

 

 

 

 

 

 

  

 

 



 

カフェ名 まほろばカフェ 
問合せ先 

（電話番号） 

西河原多世代交流センター 

０７２－６２３－９３４３                             

開催場所 
茨木市西河原２丁目１７－４               

茨木市西河原多世代交流センター内 

参加者 

認知症の人 

介護者家族 

地認知症サポーター 

地域住民 

専門職 など 

 ※どなたでもご参加ください。 

 

開催日 

（開催頻度） 
毎月第３金曜日（毎月１回） 

利用料 １００円（飲み物・お菓子付き） 

活動の様子 
 

「まほろばカフェ」は、認知症サポーターがスタッフです。 

認知症の方やそのご家族、お一人暮らしの高齢者の方、 

みんなでお茶を飲みながら“ちょっといっぷく”おしゃべりしたり、 

歌ったりして、一緒に楽しいひと時を過ごしませんか。 

西河原多世代交流センターにて、毎月第３金曜日２時から開催しています。 

お一人でも、お友達同士でも、自由にご参加ください。 

スタッフ一同、心よりお待ちしております。 

 

  



 

カフェ名 ＤＬＢカフェ 
問合せ先 

（電話番号） 

オールハッピー訪問看護ステーション 

０７２－６５７－７７４４                             

開催場所 
茨木市東太田４丁目５－４ 

藍野大学内 

参加者 

認知症の人 

介護者家族 

地認知症サポーター 

地域住民 

専門職 など 

 ※どなたでもご参加ください。 

 

開催日 

（開催頻度） 
第３土曜日（毎月１回、但し３月５月１０月休み） 

利用料 １００円（飲み物・お菓子付き） 

活動の様子 
 

ＤＬＢ（レビー小体型認知症）カフェは、 

レビー小体型認知症サポートネットワーク大阪と、 

藍野大学医療保健学部看護学科・オールハッピー訪問看護ステーションが、 

コラボしている認知症カフェです。 

お茶を飲みながらゆっくり過ごしていただける、 

ご本人・ご家族たちの情報交換、憩いの場です。 

地域のみなさま、専門職のみなさまも、ぜひお立ち寄りください。 

 

  



 

カフェ名 なかよしクラブ 
問合せ先 

（電話番号） 

072-633-7755 

シニアネットワークいばらき   

開催場所 
茨木市桑田町２４番２１号                

(シニアプラザいばらき内） 

参加者 

認知症サポーター 

地域住民 

専門職 など 

 ※どなたでもご参加ください。 

開催日 

（開催頻度） 

月２回（第２木曜日・第４水曜日）         

１４：００～１５：３０ 

利用料 １００円（飲み物・お菓子付き） 

活動の様子  

《スケジュール》 

  １４：００  ～  挨拶 

            ・歌          (ハーモニカ伴奏で懐かしい歌をうたいます） 

            ・脳トレ    （脳を刺激して脳年齢を若返らせます！） 

                 ・運動ゲーム （体を動かしてハッスルしましょう） 

  １４：３０  ～  カフェタイム（参加者どうしが楽しく交流します） 

  １５：１０  ～  歌体操 

  １５：３０ ～ 終了 

※ 「なかよしクラブ」は“啓発型カフェ”であり、認知症サポーターが活躍しています。 

  参加者同士が楽しく交流しながら、情報交換をしながら共有しお互いを理解しあえる“憩える場”

です。 

   皆さん、お誘い合わせてご参加ください。 

 

 



カフェ名 なかよしクラブ葦原 
問合せ先 

（電話番号） 

072-633-7755 

シニアネットワークいばらき  

開催場所 
茨木市新和町２１番２７号                

(茨木市葦原多世代交流センター内） 

参加者 

地認知症サポーター 

地域住民 

専門職 など 

 ※どなたでもご参加ください。 

開催日 

（開催頻度） 

月１回（第３木曜日）             

１４：００～１５：３０ 

利用料 １００円（飲み物・お菓子付き） 

活動の様子  

   

啓発型認知症カフェ「なかよしクラブ葦原」は、認知症サポーターがスタッフです。 

そしてここは、アットホームな雰囲気の中で、誰もが気軽に集まり楽しく交流しながら、  

お互いを理解しあえる“憩える場”です。 

おしゃべりを中心とした流れの中で、時々、参加者の希望に沿った出し物や手作業、軽い  

体操などをすることもあります。 

お一人でも、お友達同士でも、自由にご参加ください。 

 

 

 

 

 

  


