
カフェ名 ハピネス みんなの食堂
問合せ先
（電話番号）

特別養護老人ホーム ハピネスさんあい
06-4860-8220

開催場所
特別養護老人ホーム ハピネスさんあい
吹田市幸町22-5

参加者

認知症のある人・その家族
地域住民
職員
福祉委員・民生委員
社協CSW・ボランティア 等

開催日
（開催頻度）

不定期 13：00～15：00 （おおむね3か月に一回）

利用料 300円 （飲み物・お菓子）

活動の様子

＜予定＞

・ カフェタイム
・ 自己紹介
・ 情報提供（ミニ講話）
・ ディスカッション（Q＆A）
・ 個別相談
・ 次回開催の予定を決める



カフェ名 柿の木坂の家 輪と和のカフェ
問合せ先
（電話番号）

柿の木坂の家
06-6388-7833

開催場所
柿の木坂の家
吹田市朝日が丘町３－５

参加者

年齢、資格等問わず、自由にご参加くださ
い。
・車椅子の方もご利用いただけます。

・未就学児童は保護者の方とご一緒にお
願いします。

開催日
（開催頻度）

日曜祝日 13：00～15：00
毎月１～３回

利用料 ２００円（飲み物、お菓子代含）

活動の様子

＊スケジュール
・１２時頃から会場を開いて準備を始めています。
その日のイベントに合わせて、テーブルセッティング、飲み物とお菓子の準備等。
・１３時前後から参加者が集まり、イベントのある時は、主催者から挨拶をして始めます。
歌や手芸等、ひと段落したところでお茶の時間となります。

・特にイベントがない日は、お茶を飲みながら、自由にお喋りをしたり、庭を散策したりします。
・介護従事者がいる時は、認知症・介護保険利用等についてのご相談もできます。
・１５時～１６時の間で、片付けをします。

＊時間内は出入り自由です。
＊予約なしでお越し頂けますが、イベントによっては事前にご予約いただく場合があります（案内
に「申し込み必要」と記載します）。
＊名簿に住所をご記入いただいた方には、後日イベントのご案内等をお送りすることがあります。
＊参加者の方から、イベントの企画・提案等も受け付けています。

＊日祝日は、貸室もしていますので、趣味のグループ、ピアノ教室などで使用される方がありま
す（貸室ご利用の場合は、事前にご相談の上、予約をしてください）。



カフェ名 茶処 たすき
問合せ先
（電話番号）

吹田市介護老人保健施設
06-6330-5544

開催場所

吹田市介護老人保健施設事業団
吹田市片山町2丁目13番25号
２階活動室（想ひ出の間）

参加者

認知症の方
認知症の方を介護するご家族
もの忘れが気になる方
地域の方
学生
地域の専門職（ｹｱﾏﾈｼﾞｬｰ，看護師，
社会福祉士，介護福祉士，ＣＳＷ，
ＯＴ，ＰＴなど）

開催日
（開催頻度）

奇数月の第３水曜日 13：30～15：30

利用料 100円（飲み物お菓子付）

活動の様子

13時30分ごろから順次参加者がお越しになられます。ご自由に座ってコーヒーなど
を飲みながら、おしゃべりをしていただきます。

カフェの横には懐かしい生活道具などをたくさん展示しています。実際に手にとり、
昔の暮らしを想い出し、語らいあって楽しいひと時を過ごしていただいています。

また、簡単な作品を作ったり、懐かしいレコード鑑賞など、様々なイベントを用意し、
学生等との世代間交流も行っています。

個別での相談や施設内の見学などをご希望される方には、専門のスタッフが対応
させていただいています。



カフェ名 えさかカフェ
問合せ先
（電話番号）

ライフマーク吹田
06-6310-7742

吹田市豊津・江坂地域包括支援センター
06-6310-9705

開催場所
Cafe Eight（カフェエイト）
大阪府吹田市垂水町3-24-14 

参加者

介護で悩まれてる方
若年性認知症の人・ご家族
認知症地域支援推進員
地域住民 など

開催日
（開催頻度）

毎月第４月曜日開催 15：00～17：00

利用料 430円～

活動の様子

えさかカフェは、地域の皆さまと楽しくお話して元気になれる憩いの場を目指しており
ます。 認知症や介護に関するご相談、お悩みだけでなく、温かいコー
ヒーを頂きながら皆さまとおしゃべりして、楽しいひとときを過ごしてみませんか？
皆さまのお越しを心よりお待ちしております。

■活動内容■

お飲み物・デザートなどを各自で注文し、自己紹介・日常会話・介護のお悩みなど、
皆様と交流して頂きます。
年に数回お出かけする企画もあり、交流の場としても活用していただけます。

http://www.google.co.jp/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjA78GIn_fOAhUHpJQKHe_NADAQjRwIBw&url=http://aprt.jp/10090&psig=AFQjCNG0v25o6Y-wl9T1crdRM0odbXa-tQ&ust=1473130863271610
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カフェ名 ホッとオレンジサロン
問合せ先
（電話番号）

副代表 山本
06-6337-3006 / 090-8881-9269

開催場所
千二地区公民館
吹田市千里山東2-19-23

参加者
概ね65歳以上の高齢者、認知症の人及
びその家族、認知症サポーター

開催日
（開催頻度）

毎月 最終の日曜日 13：30～15：00

利用料 100円 （飲み物お菓子付）

活動の様子

○いきなりサイコロトーク
（主催者側で用意した簡単な質問にコメントしてもらう）

○健康体操

○ゲストコーナー
（当日迄のお楽しみに。これ迄はフルート、ウクレレ、紙芝居、銭太鼓、ピアノ等）

○カラオケ

※適時、当サポーターに依るリラックスマッサージ施行有り



カフェ名 陽だまりカフェ
問合せ先
（電話番号）

06-6386-0450

開催場所
千三地区公民館
吹田市千里山西1-12-1

参加者

認知症の方
地域の高齢者
地域の専門職の方

開催日
（開催頻度）

毎月 最終木曜日 13：30～15：30

利用料 100円 （お菓子・お茶・ココア・コーヒーなど）

活動の様子

13時半から15時半まで出入り自由で、歌やゲームなどをします。

お菓子・お茶・コーヒーなど飲み放題で、陽だまりカフェはリピーターの方が多いの
が特徴です。
保育園の子供たちの訪問を受けて楽しそうです。
12月はクリスマスケーキを準備し、ハンドベルのボランティアが来てくれます。



カフェ名 オレンジカフェ みちのり
問合せ先
（電話番号）

離宮千里山 グループホーム里
06-6384-1818

開催場所
離宮千里山 グループホーム里エントランス
吹田市千里山竹園1-50-18

参加者

近隣の地域住民
お近くの地区町村であれば利用可能。
認知症のご本人、認知症の方がいるご
家族、認知症の事を学びたい方

開催日
（開催頻度）

毎月第３火曜日 13:00～16:00

利用料 ドリンク、アイス＋お菓子 全品100円

活動の様子

奇数月にイベントや講習等を開催。
今まで実施したイベント： （カフェオープニングコンサート、高齢者の運転講習会、成
年後見人制度講習会、福祉用具展示会、 認知症サポーター養成講座等）
偶数月は通常営業。介護相談常時対応。

利用受付→カフェ利用又はイベント参加



カフェ名 街かどサロン・おれんじ
問合せ先
（電話番号）

おれんじの和 代表 髙橋 洋子
06-6876-5890

開催場所
東山田地区公民館「高齢者いこいの間」
吹田市新芦屋上32-1

参加者

認知症をはじめ、介護の必要な方、ご
家族の方。
包括支援センター、CSWの方々などと連
携。

開催日
（開催頻度）

毎月第１木曜日 13：30～16：30
開催時間内は、出入り自由。祝日休み。

利用料 無料

活動の様子

『カフェの特徴』
・ 介護する人、される人、それに関わる人の居場所づくりの一環として、情報交換・交流の場として
開催。

・ 介護の体験談や相談。
・ 脳トレ・軽体操・歌体操など、参加者同士の交流。

『カフェの運営』
・ すいた認知症サポーターの会「おれんじの和」のメンバーと認知症サポーターの方々。

『その他』
・ 季節に合わせた歌や、折り紙など手指を動かす作業。
・ ボランティアの方が演奏（ギター、キーボードなど）に来てくださることもあります。

『ある日の活動の様子』
・ 家族の方をはじめとして、参加者の最近の状況や、様子の情報交換。
・ メンバーからの情報提供。（お知らせ等の案内物配布）
・ 漢字クイズやなぞなぞクイズ。
・ お茶タイム。
・ 簡単な歌体操・季節の歌など。



カフェ名 いのこカフェタイム
問合せ先
（電話番号）

特別養護老人 いのこの里
06-6877-7020

開催場所
特別養護老人 いのこの里
吹田市山田西1-26-27 1階 デイルーム

参加者

地域住民の方など、どなたでも

自宅で介護を受けておられる方や、その
家族
認知症や障がいのある方、車椅子の方

開催日
（開催頻度）

毎月 第１日曜日 12：30～16：00
（1月・8月は除く）

利用料
カレーランチ（500円） コーヒー等飲み物（150
円） お菓子（100円）

活動の様子

カフェタイムは主にボランティアスタッフが運営しています。
12時30分から、カレーランチを楽しみに常連の方々が集まります。
食後の美味しいコーヒーも好評です。
14時からは月毎にミニコンサートなどのイベントで盛り上げます。

介護相談コーナーでは、毎回ケアマネージャーが悩み相談なども受け付けていま
す。
お気軽にご参加ください。



カフェ名 MEI’S CAFE
問合せ先
（電話番号）

グループホームめいの家
06-6877-1100

開催場所
グループホームめいの家
吹田市五月が丘6-12

参加者 認知症の方、家族の方、地域住民等開催日
（開催頻度）

毎月 第２・第４日曜日 11：00～16：00

利用料
ランチ・ケーキセット500円（ドリンク付き）
ドリンク200円

活動の様子

認知症の方や家族、職員や地域住民の方々との交流



カフェ名 Ｌｕｎａ Ｃａｆｅ
問合せ先
（電話番号）

ルナハート千里 丘の街
06-6877-6288

開催場所

ルナハート千里 丘の街 喫茶コーナー
（吹田市新芦屋上３－２０）

参加者

認知症の人
家族
民生委員

千里丘地域包括支援センターのケアマ
ネ
地域住民等

開催日
（開催頻度）

第４火曜日 14：00～15：00
月１回

利用料 ６００円（飲み物お菓子付）

活動の様子

・平成３０年４月２４日（火） 第１回開催

・千里丘地域包括支援センターのご担当者、認知症地域支援推進員、民生委員
他事業所の管理者、地域住民等２８名のご参加がありました。

・パワーポイントを使用し、認知症についての基礎知識の講座、質疑応答のあと

ご参加者にお茶とケーキをお出しし、お茶を飲みながら自由にお話しをしていただ
きました。



カフェ名 シャロンでカフェ
問合せ先
（電話番号）

大阪YWCAシャロン千里
06-6872-0505

開催場所
シャロン千里こども館
吹田市古江台３－９－３

参加者

認知症の方とそのご家族

地域の高齢者
医療や介護の専門職
認知症サポーターなど

開催日
（開催頻度）

毎月第２土曜日 13:00～15:00

利用料
１回１００円
（コーヒー・紅茶・お茶とお菓子）

活動の様子

① 随時来館されて好きな席に着席して下さい。
② 利用者やスタッフと楽しくおしゃべり。
③ 月によってはゲストによるミニイベントがあります。
（音楽療法、バイオリン演奏、大正琴演奏、サックス演奏、
ピアノ演奏、南京玉すだれなど）
・ゲストの来られない時は皆で楽しくゲームをします。

④ 医療・介護の専門スタッフがボランティアで参加しており
認知症のこと以外も気楽に相談できます。

⑤ 美味しいドリップコーヒーを提供しています。



カフェ名 やすらぎカフェ＠つくも
問合せ先
（電話番号）

リハセラピー
06-6873-6609
津雲台・藤白台地域包括支援センター
06-7654-5350 

開催場所

千里津雲台訪問看護ステーション 1階ﾘﾊｾﾗ
ﾋﾟｰ
吹田市津雲台4丁目1-23

参加者

当事者の方やその家族
地域住民の方
作業療法士（リハビリスタッフ）
地域包括支援センタースタッフ
大学講師、ケアマネ、相談員、
薬剤師 など

開催日
（開催頻度）

毎月第４火曜日 13：00～15：00
（月1回）

利用料
参加費は無料
（ホットコーヒー250円等、各種飲食ﾒﾆｭｰ有）

活動の様子
・カフェの外観 ↓

・カフェの内観 ↓

＜カフェの特徴・内容＞
・作業療法士や地域包括支援センタースタッフは毎回参加しています。
・ふらっと立ち寄り、やすめる、話せる、相談できる地域密着型カフェです。
・茶話会を中心に、各専門職のスタッフにより、認知機能や平衡感覚（バラ
ンス）機能など、簡単な健康チェックから、介護相談も可能です。
・午前は自費の通所リハビリのスペースを午後からはカフェとして活用し
ている為、エアロバイクやウォーターベッド等、各運動機器、リラクゼー
ション機器も利用できます！
・カフェのマスターは障害者雇用のスタッフです。右片麻痺のマスターも皆
さんを出迎えます！
・認知症サポーター等でカフェのお手伝いや立上げなどに興味がある方
大歓迎です。いつでもご相談ください！
・若年性認知症の方に対しても地域包括支援センターと連携して相談で
きるスタッフがいます。



カフェ名 ケアカフェきのこ ケアビューティ体験会

問合せ先
（電話番号） きのこケアプランセンター

06‐6317‐5052

開催場所
岸辺くすのき透析クリニック くすのきホール２F
吹田市岸部中5-17-33

参加者

60歳以上の方
またそのご家族やお孫様
地域住民 など開催日

（開催頻度）
第3日曜日 10：00～13：00
月1回

利用料 無料

活動の様子

■ケアカフェきのこについて
以前は、事務所にて季節のハーブティー等を提供させいただいておりましたが、
今年の７月から、認知症カフェイベントの一環として、介護と美容を掛け合わせた
【ケアビューティ体験会】というイベントを、毎月開催させていただいております☆

卒業間近のケアビューティストたちが、皆様に美容の力を体験していただくため、60歳以上向けの
美容（ネイル・メイク・ハンドマッサージなど）を提供させていただいております。また、施術をする時
間はケアビューティストと一対一で、趣味の話や健康の話など様々なコミュニケーションを取る時
間にもなっています。

■ケアビューティストとは？
→高齢者や介護が必要な方に、美容の技術で自分らしさや生きる力を届け、笑顔のある暮らしを
支援することを目的とした【介護美容のスペシャリスト】です。

■当日のスケジュール
ケアビューティの体験会だけではなく、トークイベントやメイク講座など毎月様々な企画を提供させ
ていただいており、InstagramやFacebookなどでLIVE配信も行っています。高齢者の方だけではな
く、若い世代の方や、そのご家族様にも関心を持って頂けるよう活動しております♪



カフェ名 おとな俱楽部

問合せ先
（電話番号）

吹田市立健都ライブラリー
指定管理者 健都パークライフ創造パー
トナーズ
０６－６３８８－３８００

開催場所
吹田市立健都ライブラリー 1階カフェ
（吹田市岸部新町2-31）

参加者
どなたでも開催日

（開催頻度）

毎週月～金（祝日、第３木曜を除く） 15:00～
15:30

利用料 無料

活動の様子

どなたでもご参加いただけます。手指を動かすことや人とのコミュニケーションを目
的に開催しています。図書館内に認知症に関する本のコーナーやリーフレットをご
用意しています。お気軽にご参加ください。

・ 毎週月曜日から金曜日（祝日、第３木曜日を除く） １５時から１５時３０分

・ 月曜日：おりがみ、火曜日：朗読・読み聞かせ、水曜日：ぬりえ、木曜日：クラフト
金曜日：かみしばい

・ 定員先着１０名 事前申込不要 参加費無料



カフェ名 みなすいカフェ 
問合せ先 

（電話番号） 

ライフマーク吹田 TEL：06-6310-7742 

南吹田地域包括支援センター TEL：06-6155-5114 

開催場所 
野菜カフェ「ポーノ」店内 

大阪府吹田市南吹田 5－24－5 

参加者 

・当事者の方や家族 

・地域住民 

・南吹田地域包括支援センター職員 

・介護事業所職員等 

開催日 

（開催頻度） 
毎月第 2火曜日 15時～16時 30分 

利用料 300円～（飲食費） 

活動の様子 

 

 

・当事者やその家族、地域住民や支援者との交流、介護の相談や地域包括支援センター

からの情報提供等 


