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カフェ　みかげ
ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ　紫陽花
（078-811-3434）

658-0063 神戸市東灘区住吉山手2-11-26
毎月第3土曜日　14時～16時　　1回100円
認知症について気軽に相談できる何でも話せる場所にする。

12
H29.1～
グループホーム紫陽花

○ 東灘区

地域ケア会議お結びの会　おりがみカ
フェ

本山ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ病院
（078-412-8080）

658-0015 神戸市東灘区本山南町7-7-15
年4回程度　　1回200円
おりがみを用いて右脳・左脳を刺激しながら、楽しくお話し頂く。

4
H26.2～
本山リハビリテーション病院

○ 東灘区

地域ケア会議お結びの会　星空カフェ
オアシスデイサービスセンター
（078-414-3288）

658-0011 神戸市東灘区森南町1-12-13
年4回程度19時～20時30分　1回500円（ワンドリンク含む）
介護や認知症でお困りの人にのんびり日頃の疲れを癒して頂く。

4
H26.2～
オアシスデイサービスセンター

○ 東灘区

地域ケア会議お結びの会　ふらっとカフェ
有料老人ホーム　ｸﾞﾗﾝﾀﾞ甲南山手
（080-8049-2200）

658-0013 神戸市東灘区深江北町1-15-4
年4回程度　　1回300円
介護をされているご家族同士の交流や専門職への相談。

4
H26.2～
有料老人ホーム　ｸﾞﾗﾝﾀﾞ甲南山手

○ 東灘区

向洋オレンジカフェ
向洋オレンジカフェ
(078-857-7381)

658-0032
神戸市東灘区向洋町中3-2-6
協同の苑　にじの家（交流スペース）

毎月第2水曜日13時30分～15時　1回100円
認知症の方、その家族へ声かけをおこない、地域内の居場所づくり、社会的孤
立を防ぐことを目的として開催しています。

12
H28.6～
協同の苑　にじの家（交流スペース）

○ 向洋町地区

はんしん高齢者くらしのカフェ
認定NPO法人　はんしん高齢者くらしの相談室
（078-891-7414）

658-0081
神戸市東灘区田中町1-15-5　コマツBILD本山
301号

毎月1回程度　　無料
認知症の方やご家族に対し、介護、医療、法律、不動産などの専門事業者が
気軽に相談に応じる場を提供しています。

12
H29.8～
はんしん高齢者くらしの相談室

○ 東灘区

オレンジカフェフォレスト
コミュニケーションサロン六甲道
（080-1407-5636）

657-0028 神戸市灘区森後町１－５－１１－９０５
毎月第3火曜日13時～15時　無料
認知症の家族の方が気楽に交流や相談ができる集いの場の提供。

12
R２.１～
コミュニケーションサロン六甲道

〇 灘区

六甲グリーンカフェ
介護老人保健施設　すばる六甲
（078-843-0501）

657-0011 神戸市灘区鶴甲1-3-10
毎月第4日曜日13時～15時　無料
認知症、介護について気軽に情報交換や相談ができる場所の提供。

12
H29.5～
介護老人保健施設　すばる六甲

○
灘区、東灘区、中央
区

カフェ　うさぎちゃん
有限会社　ケイホワイト
（078-380-3302）

650-0022 神戸市中央区元町通7-3-2
毎月第2土曜日10時～12時　1回500円(手作りおやつセット)
脳トレゲーム・趣味活動（生花・習字・歌・手芸等）を参加者の興味にあわせて
行う。

12
H28.4～
神戸街角サロン

○
中央区・兵庫区・長
田区・灘区

くすのきカフェ
アクティブライフ神戸
（078-271-0500）

651-0053 神戸市中央区籠池通2-2-10
毎月第3金曜日14時～16時　1回100円
サロンを利用してお茶とお菓子の提供による茶話会、専門職による介護相談。

12
H28.4～
アクティブライフ神戸(グループホーム）

○ 中央区・灘区

福祉ネイルサロンゆずりは
株式会社ｺﾝｿｰｼｱﾑｼﾞｬﾊﾟﾝ
（078-599-9773）

650-0021
神戸市中央区三宮町2-11-1　センタープラザ西
館7F

第2・第4水曜日13時～16時　飲み物･お菓子300円ネイルは実費
認知症の方やご家族が気軽に相談して頂ける空間を提供。
高齢者･障がい者を対象とした福祉ネイルサービスの実施。

24
H29.4～
福祉ネイルサロンゆずりは

○

トア山手ひまわりカフェ
トア山手デイサービス
（078-335-6090　）

650-0004 神戸市中央区中山手通３丁目２－１　１階西側

年4回程度　１回100円
専門職による、医療・介護相談の実施。
イベント開催により地域の皆様と触れ合う機会作りを提案。
介護にかかる福祉用具、食事等の相談も承れます。

4
H30.4～
トア山手デイサービス

○ 中央区

ほっこりカフェ
平野すみれ会
（090-7117-6554）

652-0015 神戸市兵庫区下祇園町39-7

奇数月・日付不定（月曜日が多い）、飲み物代（ケーキ代）200円
・地域の集会所を利用してお茶とケーキを提供し、茶話会を開催
・DVD鑑賞、寸劇等を行い共通話題作り
・日頃の悩み、不安を共有

6
H26.7～
神戸昇天教会

○

オレンジカフェ　白檀
介護老人保健施設兵庫みどり苑
（078-575-2120　）

652-0803 神戸市兵庫区大開通２丁目２番１号
第3木曜日（2ヶ月に1回予定）　　1回150円～200円
柔軟体操、茶話会、勉強会、ゲーム、健康管理相談

6
H30.6～
介護老人保健施設兵庫みどり苑

○ 兵庫区

みなカフェたんぽぽオレンジ
菊川医院
（078-984-5501）

651-1303 神戸市北区藤原台南町１－１－５

毎月第1水曜日　14時～15時　1回100円
認知症のご本人やご家族が、気軽に交流や相談できる集いの場の提供。
地域内６事業所のケアマネが民生委員と共に常駐。お話し相手、問題解決に
取り組む。

12
H29.10～
菊川医院

○ 北区

オレンジカフェ　インクル
NPO法人インクルひろば
（090-2194-9739）

651-1132
神戸市北区南五葉１丁目１番
鈴蘭台第４団地１号棟　１０９号

毎月第3水曜日　14時16時　1回100円
認知症の人や家族の方のレスパイトの場、専門職による介護相談。

12
H30.1～
NPO法人インクルひろば

○

山田オレンジカフェ
特別養護老人ホームつくし園
（078-582-0041)

651-1262 神戸市北区山田町東下字野田南３０番地
毎週火曜日　13時30分～16時30分　1回50円
１階デイホールを開放し、喫茶スペースとする。

48
R3.5～
特別養護老人ホームつくし園

○ 北区山田地域

参加対象範囲
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なぁたんカフェ
高齢者ケアセンターながた
（078-575-8777）

653-0016 神戸市長田区北町3-3
毎月第2土曜日13時30分～16時　1回100円
飲み物やお菓子を召し上がりながら歳時記にちなんだプログラムを展開してい
ます。

12
H27.2～。
高齢者ケアセンターながた。

○

オレンジカフェ　さるび屋
長田在宅福祉センター
（078-611-2015）

653-0036 神戸市長田区腕塚町2-1-28
毎月 第3火曜日13時30分～15時30分　1回100円
回想法を利用した楽しい遊びを実施予定。

12
H28.3～
長田在宅福祉センター(デイサービス）

○ 長田区

こうべオレンジカフェ　チャオ
訪問看護ステーションはれ
（078－754-5035）

653-0038
神戸市長田区若松町２－１－１３
ピアザビル２階

月2回（不定期）10時～13時　1回100円
認知症、介護、訪問看護についての相談に応じます。
地域住民（特に外国人）との交流があります。

12
Ｈ30.11～
神戸カウンセリングセンター

○ 長田区

ゆいカフェ
NPO法人　ﾘｰﾌｸﾞﾘｰﾝ
（078-731-8577）

653-0052
神戸市長田区海運町3-3-8（たかとりコミュニティ
センター内）

毎週木曜日　コーヒー・紅茶実費1杯100円（お菓子付き）
当事者やご家族、地域住民のだれもが、参加して人との出会い、ふれ合いを
大切にしてお茶を飲みながらゆったりとできるスペースを楽しんでいただいてい
ます。

48
H27.9～
たかとりコミュニティセンター

○

オレンジカフェサニーヒル
介護老人保健施設サニーヒル
（078-647-3255）

653-0872 神戸市長田区大日丘町３丁目２番１号

毎週火曜日・木曜日　13時～16時　1回50円
ボランティアがコーヒーを作り、老健入所者様、その家族様、また近隣の住民
の方も参加。
毎週火曜日は認知症サポート医が駐在、介護についての悩みや相談があれ
ば応じます。　　（要事前予約）

96
H30.2～
介護老人保健施設サニーヒル

○

Café
神戸カウンセリングセンター

神戸カウンセリングセンター
（080-1490-1976）

653-0841 神戸市長田区松野通１丁目４－１４
第2火曜日（ただし1月と8月は休み）　13：30～15：30　1回500円
介護されているご家族の相互交流、介護の悩みと疲れの息抜きと心のケアを
目的としている。

10
H30.5.～
神戸カウンセリングセンター ○

まつぼっくり
まつぼっくり
（078-741-8999)

653-0041
神戸市長田区久保町５－１－１アスタくにづか３
番館１０６

毎月第1金曜日
認知症の方ご本人やご家族が気軽に交流・相談できる集いの場の提供

12
R3.8～
まつぼっくり

○

オレンジカフェ　笑
オレンジカフェ　笑
（090-8534-4754）

654-0142
神戸市須磨区友が丘４－１－１０１D１棟
１階集会所

毎月第4日曜日　１回300円
お茶を飲みながら笑って、話して、体を動かせる場。健康相談、介護相談、税
相談、成年後見制度を含む行政書士への相談等、様々な相談ができる。

12
R2.7～
北須磨団地D棟集会所

〇 須磨区

オレンジカフェ
「KOBE須磨きらくえん」

KOBE須磨きらくえん
（078-747-3001）

654-0111 神戸市須磨区車字菅ノ池1351-14
毎月第4金曜日　10時～12時
認知症の人や物忘れに不安を感じる人、及びその家族が気楽に立ち寄り、珈
琲などを飲みながら、相談や情報収集を行う。

12

H28.4～
KOBE須磨きらくえん（特別養護老人ホー
ム）
　喫茶「り・らん」

○

オレンジカフェ順心館
オレンジカフェ順心館
（078-741-2871)

654-0121 神戸市須磨区妙法寺

毎月第2金曜日　13時30分～15時30分
少人数で当事者を中心に相互のコミュニケーションを図る。カフェの時間が待
たれるような楽しい雰囲気をつくる。認知症についてのさまざまな情報をできる
だけ提供する。

12 R3.5～
須磨区妙法寺付近

○ 須磨区妙法寺付近

はちのじ
訪問看護ステーション３８
(078-754-6972)

654-0055 神戸市須磨区須磨浦通4-8-6
毎月第2水曜日13：30～14：30　飲み物代実費100円
認知症、病気や障害、介護や育児など、年齢問わず思いを抱え込んでいる方
の相談・情報収集ができる居場所です。

12 R3.12～
訪問看護ステーション38

〇

オレンジカフェかたつむり 介護老人福祉施設　舞子台ﾎｰﾑ
（078-785-8666）

655-0046 神戸市垂水区舞子台7-2-1
毎月第4金曜日10時30分～13時１回500円（昼食代）
認知症の方やそのご家族様が持つ悩みなど気軽にお話し、相談できる場所作
り。

12
H28.10～
介護老人福祉施設　舞子台ﾎｰﾑ

○ 垂水区

しおきた喫茶
デイサービス倖糸
（078-755-5658）

655-0863 神戸市垂水区塩屋北町３－６－７
毎月1回(不定期)　１回500円～1,000円
デイサービスの併設カフェにて、作業療法士などの専門家とともに個別相談や
認知症についての知識・情報提供

12
R2.6～
デイサービス倖糸

〇 全市

ほほえみ茶房　えにし
NPO法人　えにし
（078-201-4597）

651-2401 神戸市西区岩岡町岩岡910-2
偶数月の第3月曜日13時30分～15時　１回150円
当事者やご家族、地域住民専門職の誰もが参加して、人の出会い、ふれ合い
を大切に気軽に相談できる居場所作りを行います。

6
H28.12～
ディサービスえにし

○ 西区

サンビラこうべ
社会福祉法人恩徳福祉会サンビラこうべ
（078-964-3838）

651-2321 神戸市西区神出町宝勢774-39
毎月第3金曜日14時～15時30分　１回150円(飲み物代)
カフェ従事者が話しを聞きながら居場所作りを行なう。

12
H28.5～
サンビラこうべ（ケアハウス）

○ 西区

なでしこ茶屋
西在宅福祉センター
（078-961-1294）

651-2276 神戸市西区春日台3丁目3
奇数月第4日曜日　13:30～15:00　１回100円
当事者・家族の交流・情報交換と、専門職が常駐して気軽に相談できる環境づ
くり

6
H28.3～
かすがプラザ集会所小会議室

○ 西区

神出シニアカフェ
神出ｼﾆｱｹｱﾌﾟﾗﾝｾﾝﾀｰ
（078-965-3080）

651-2312 神戸市西区神出町南字谷畑368-119
毎月第4日曜日　9:30～11:30　1回200円
認知症の方やそのご家族、近隣の方々が共に過ごす時間を持ち、ホッとでき
る居場所作りを行います。

12
H29.6～
神出シニアコミュニティ

〇 西区


