
令和２年（２０２０年）１月時点

下関市

認知症カフェ



① ほっこりカフェ　 （名池町） Ｐ2

② ｍｕｋｕ　ｍｕｋｕ　ｃａｆｅ （椋野町） Ｐ3

③ オレンジカフェ　つづみ　 （伊崎町） Ｐ4

④ オレンジカフェ　ケアタウン山の田　（武久町） Ｐ5

⑤ オレンジ喫茶　 ひこしま （彦島塩浜町） Ｐ6

⑥ オレンジカフェ　縁が和 （長府南之町） Ｐ7

⑦ オレンジカフェ　古城 （長府古城町） Ｐ8

⑧ オレンジカフェ　ピース （長府古城町） Ｐ9

⑨ せせらぎカフェ （小月宮の町） Ｐ10

⑩ オレンジカフェ　川中公民館　（伊倉町） Ｐ11

⑪ オレンジカフェ　綾羅木会館　（綾羅木本町） Ｐ11

⑫ オレンジカフェ　川中会館　（古屋町） Ｐ11

⑬ オレンジカフェ　稗田病院　（稗田中町） Ｐ11

⑭ オレンジカフェ　川中豊町北町民館　（川中豊町） Ｐ11

⑮ オレンジカフェ　垢田小学校（新垢田西町）　 Ｐ11

⑯ オレンジカフェ　ゆたか保育園　（川中豊町） Ｐ11

⑰ ららカフェ　（梶栗町） Ｐ12

⑱ ノビリティカフェ　（秋根北町） Ｐ13

⑲ カフェ一の宮学園通り　（一の宮学園町） Ｐ14

⑳ カフェ新秋根　（秋根本町） Ｐ15

㉑ オレンジカフェ　ひまわり　（豊田町） Ｐ16

㉒ オレンジカフェ　まんてん　（菊川町） Ｐ17

㉓ 立ち寄り処　　 ほっちゃ　（豊浦町） Ｐ18

㉔ café　よつ葉　（豊北町） Ｐ19

下関市　認知症カフェ　詳細版　

ムク ムク カフェ

認知症カフェとは・・・

認知症の人や、その家族、地域の人や専門的な立場の人が

大人から子どもまで誰もが一緒に過ごせる場所です。

令和２年（２０２０年）１月時点
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【会場】　

【開催時期等】　

【利用料金】

  １００円

【参加申込】

  特になし

【カフェでの一日】

【お問い合わせ】

【カフェからのひとこと】

本庁東部 ほっこりカフェ

名池町９－９

下関聖フランシス・ザビエル教会

毎月第２火曜日

１３：３０～１５：３０

　

１３：３０～　　開始

　　　　　　　　ミニ講話

１３：５０ころ　自由時間

　　　　　　　    麻雀、

             　            オカリナ演奏など

１５：００～　　カフェタイム

１５：２０～　　健康体操

～１５：３０　　終了

林　恵子

  ０８３－２５２－００４７、

  ０９０－９４０５－１３４９

本庁東部地域包括支援センター

　０８３－２３１－１９４３

家庭的な雰囲気で、和気あいあいな感じのするカフェを目指して地域に密着型です。
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【会場】　

【開催時期等】　　

【利用料金】

  １００円

【参加申込】

  特になし

【カフェでの一日】

【お問い合わせ】

【カフェからのひとこと】

本庁東部地域包括支援センター

　０８３－２３１－１９４３

参加者募集中です。出会いの場を作ることを目標にしています。その中で皆様が楽しくすごせたら幸

いです。ふるってご参加ください。

本庁東部 muku
ムク

 muku
　　　ムク　　　　　　　　カフェ

 ｃａｆｅ

椋野町２丁目１３－４

 椋野町町民館

   毎月第３水曜日

   １４：００～１６：００

　

１４：００～１４：４０

　　主なイベント

１４：４０～１５：２０

　　コーヒータイム

１５：２０～１５：４０

　　体操

１５：４０～１６：００

　　音楽（ハーモニカ）
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【会場】　

【開催時期等】　

【利用料金】

  無料

【参加申込】

  特になし

【カフェでの一日】

【お問い合わせ】

【カフェからのひとこと】

本庁西部 オレンジカフェ　つづみ

下関市伊崎町１丁目４－３０

西部公民館

毎月第１土曜日

１３：３０～１５：００

１３：３０　　  ミニ講座

１４：００頃　  毎月のイベント各種

　・卓球バレー

　・音楽療法

　・笑いヨガ

　・手品と体操

　・三味線での民謡と懐メロ

　・ギターの伴奏による懐メロ

　　　　　　　　　　　　　等々

１５：００　終了

山田　昌志

０８３－２６６－４０４８

高齢者を対象とした講話、認知症予防の音楽・体操、マジック、卓球バレー等、笑いを取り入れた集

いの場。その中で介護、認知症の相談に対応する専門職を相談窓口として配置。
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【会場】　

【開催日時】

【利用料金】

【参加申込】

【カフェでの一日】

【お問い合わせ】

【カフェからのひとこと】

　特になし

１４：００開始

カフェタイム

介護・認知症に関する相談

１５：００終了

グループホームケアタウン山の田

（冨岡）０８３－２５０－７１８３

小規模多機能ケアタウン山の田

（保多盛）０８３－２５０－７１８２

認知症のある方、ご家族、介護予防の方のための交流の場として、どなたでもお越しください。

ケアマネ・介護職、民生委員・地域包括の職員の皆様と共に、おいしいお茶とお菓子でお待ちしてお

ります。

下関市武久町1丁目19-30

ケアタウン山の田２Ｆレストランホール

本庁北部 オレンジカフェ　ケアタウン山の田

　毎月第２水曜日

　１４：００～１５：００

１００円
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【会場】　

【開催時期等】　

【利用料金】

  １００円

【参加申込】

　通常時は必要なし

【カフェでの一日】

【お問い合わせ】

【カフェからのひとこと】

１０：００～　開始

　　　　　 自由相談

　　　　　 ※イベント開催時

　　　　　  １０：３０～１１：３０

　　　　　　にて講話等を開催

～１２：００　終了

彦島地域包括支援センター

０８３－２６６－６５１６

認知症カフェ責任者：高玉　多美子

０９０－９４６３－４５６８

認知症に関わる悩みを抱えている方の相談の場となればと思い開催しています。介護に関する専門職

（ケアマネ、社会福祉士、栄養士等）の方への相談やお話しを主にしています。

彦島 オレンジ喫茶　ひこしま

下関市彦島塩浜町３－１４－４７

アイユウの苑しおはま

毎月第１水曜日

１０：００～１２：００
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【会場】　

【開催時期等】　

【利用料金】

【参加申込】

【カフェでの一日】

【お問い合わせ】

【カフェからのひとこと】

長府商店街の近くに長府婦人会が運営し、地域に開放している“縁が和”。いつ来ても帰っても自由。

井戸端会議のような雰囲気でお茶を飲みながらの会話は笑顔がたえません。

でも、月２回のオレンジカフェは頭も身体もストレッチで良い緊張感。

「今日もスッキリ！」とこれまた笑顔のティータイム。「おいでませ縁が和へ♥」

長府 オレンジカフェ　縁が和

　★オレンジカフェ　縁が和

　　基本第 ２・４金

　　　　　　１０：００～１１：３０

　★立ち寄り場　縁が和

　　毎週　月・金（祝祭日休み）

　　　　　　　９：００～１２：００

お茶代　１００円

　特になし

９：００～　　開始

　　　　　　　自由時間

　　　　　　　  　将棋、ぬり絵

               　 　　　主におしゃべり

１０：００～　オレンジカフェ

                      （月2回）

　　　　　　　　認知症予防の脳トレ

　　　　　　　　軽い運動（上半身）

　　　　　　　　合唱・ティータイム

～１１：３０　　終了

　上野　幸子　（長府婦人会会長）

　０８３－２４５－３２８２

   ０９０－７８９６－６０２８

　長府地域包括支援センター

　０８３－２２７－３１５１

下関市長府南之町4-9 (杉尾さん宅)
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【会場】　

【開催時期等】　

【利用料金】

  お茶代　１００円

【参加申込】

  特になし　(駐車場あり)

【カフェでの一日】

【お問い合わせ】

【カフェからのひとこと】

長府 オレンジカフェ　古城

古城町集会所・高齢者生活相談室

下関市長府古城町3

　毎月第３水曜日

　　　　１３：３０～１５：３０

　　　 （１３：００～将棋タイム）

１３：３０～１３：４０

　     はじめの挨拶

         包括からのお知らせ

　　  簡単な指体操

１３：４０～１５：２０

        (お茶しながら)

　　  脳トレプリント

　　  折り紙・切り絵・将棋

　　 カラオケ・健康麻雀

１５：２０～１５：３０

　　  全員で歌いましょう

　長府地域包括支援センター

　　　　　　　　　小林　綠

　０８３－２２７－３１５１

   ０９０－４８０２－６４３７

会場は長府浄水場正面バス停前から坂を登った所にあります。開始までは、脳トレプリントや将棋を

楽しみ、その後は自由にカラオケや折り紙、おしゃべりなどをして、みなさん和気あいあいと笑顔で

過ごしていただいています。やさしく気配りが出来るスタッフとカラオケ装置が自慢です。

又、【オレンジゲーム古城】として第１水曜日の１３：３０から１５：００まで輪になって「みんな

の認知症予防ゲーム」を実施しています。終わった後のティータイムも楽しみのひとつです。
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【会場】　

【開催時期等】　

【利用料金】

【参加申込】

【カフェでの一日】

【お問い合わせ】

【カフェからのひとこと】

お茶代　１００円

　初めての方はご連絡下さい。

  １３：００～１５：００

　　　　　　　自由時間

　　　　　　　 ・カラオケ

　　　　　　　 ・卓球

　　　　　　　 ・ゲーム

　　　　　　　 ・おしゃべり

　　　　　　　 ・相談　       等…

　長府地域包括支援センター

　　　　　　　　小　林　　綠

 　０８３－２２７－３１５１

    ０９０－４８０２－６４３７

　下関若年性認知症家族の会「ピースの会」主催のカフェです。

　若年性認知症のご本人やご家族と一緒に笑顔になれる時間を過ごしたいと思います。

　認知症に詳しいスタッフもいますので、どうぞ遊びに来て下さい。

　偶数月の第１日曜日

　１３：００　～　１５：００

　交流会は毎月第１日曜日開催

　１０：００　～　１２：００

長府 オレンジカフェ　ピース

古城町集会所・高齢者生活相談室

下関市長府古城町3

（市営長府古城団地R5と6の間）
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【会場】　

【開催時期等】　

【利用料金】

【参加申込】

【カフェでの一日】

【お問い合わせ】

【カフェからのひとこと】

１００円

  特になし

１３：３０～　健康チェック

　　　　　　　今月の雑学・豆知識

　　　　　　　 包括ミニ講座

１４：００～　ボランティアによる

　　　　　　　  ミニ講話or音楽会

１４：３０～　折り紙教室

１５：００～　体操

１５：１５～　脳トレクイズ

　　　　　　　  漢字クイズ・歌

１５：３０　　 終了

せせらぎの里

０８３－２８２－０００７

毎月1回ミニイベントなどをしています。

みんなと一緒にお茶を飲みながら、ゆったりと楽しいひと時を過ごしていただきたいです。

東部 せせらぎカフェ

下関市小月宮の町７－３

有料老人ホームせせらぎの里

毎月第１月曜日(１月はお休み）

１３：３０～１５：３０
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【利用料金】

【参加申込】

【カフェでの一日】

【お問い合わせ】

【カフェからのひとこと】

川中地区まちづくり協議会

　福祉部会　部会長　　植村　守

　０７０－１４７１－３２４７

①令和元年10月末に開催回数167回となりました。

川中地区７か所のオレンジカフェでは、近くの幼稚園・保育園(計５園)の園児の皆さんが園長先生方に引率、来場され、高齢者の皆さん

とふれあい、互いにウィンウィンの関係を築いています。

②認知症の方と介護する家族の方の来場者数は累計589名(259組)、来場者総数4，875名に占める割合は12.1％(10月末現在)となってい

ます。まだまだ認知症に対する偏見・無理解も多く、「正しく知る講座(サポーター養成講座)」等を広く重ねて開催する必要性を強く感

じています。認知症は誰もがなりうる可能性が高い病気です。地域全体で支え合う必要があります。

③ボランティア募集中です。興味のある方はご連絡を宜しくお願い致します。

川中

【オレンジカフェ綾羅木会館】 【会場・開催時期等】　２０１９年度

・川中公民館　　　　   1回/月

・綾羅木会館　　　　   1回/月

・川中会館　　　 　 　 1回/2カ月

・稗田病院　　　 　　  1回/2カ月

・川中豊町北町民館　   1回/2カ月

・垢田小学校　　　　   1回/2カ月

・ゆたか保育園　　　   1回/２か月

１２月は全会場お休みです。

※日程の詳細はお問い合わせください。

１００円

  特になし

13：30～開始

・近隣の幼稚園.保育園園児による歌・お遊戯・

手遊びでのふれあい

・コーヒーを飲んでおしゃべりタイム

・ハーモニカ演奏による懐かしの歌謡大会

・認知症予防の脳トレ・ゲーム

・ピアノ演奏             ・オカリナ演奏

・いきいき健康体操   ・認知症予防体操

・コーヒーマイスターの実演・マジックショー

・笑いヨガ  ・カイロプラクティック整体体操

・セラピードッグ(癒し犬)による癒し等

16：00　　　終了

※内容は日によって変わります。

【オレンジカフェ川中公民館】

オレンジカフェ

　川中公民館・綾羅木会館・川中会館・稗田病院・

　川中豊町北町民館・垢田小学校・ゆたか保育園

セラピードッグです。
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【会場】　

【開催時期等】　

【利用料金】

【参加申込】

【カフェでの一日】

【お問い合わせ】

【カフェからのひとこと】

特になし

お好きな過ごし方を選んで頂けます

＊くつろぎエリア

・飲み物やお菓子 ・読書

・おしゃべり   　  ・手芸　　他

＊イベントエリア

・１５時頃～

・ 内部、外部講師によるミニ講話

　 ボランティアのステージ 等

＊相談

　地域包括支援センター職員や

　専門職に気軽に相談できます

下関病院　　小川・岩本

０８３ー２５８ー０３３８

ららカフェは病院が開いている認知症カフェです。

認知症カフェ・家族会・その他イベントの情報、図書等の認知症を学ぶグッズも充実しています。

また、認知症に関するちょっとした質問から個人的な相談まで、専門職がお話をお聴きします。初めて

の方や顔なじみの常連さん。フレッシュな若者から90代の大先輩。ご近所さんや遠くの方。毎度いろん

な方がカフェを訪れ、スタッフ共々、思い思いのひと時を過ごしています。

皆さんとの出会いを、いつも楽しみにお待ちしております。

安岡・吉見 ららカフェ

下関市梶栗町４丁目２-３４

下関病院附属地域診療クリニック

  毎月第２土曜日

  １４：００～１６：００

   (開催時間内は何時でもお越し頂けます)

１００円

店長の中山です
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【会場】　

【開催時期等】　

【利用料金】

【参加申込】

　特になし

【カフェでの一日】

【お問い合わせ】

【カフェからのひとこと】

１４：００～開始

　　　      ・介護予防の講座

　　      　・ボランティアによる催し

１５：００～ゲームコーナー

１５：３０～よさこい鳴子踊り

　　　　　　または、

　            　 きよしのズンドコ節

１６：００～終了

（事務局）

勝山・内日地域包括支援センター

０８３ー２２７ー２７００

認知症の方と地域の方の交流の場になっています。

認知症予防のレクリエーションで体を動かしたり、お茶を飲みながらコミュニケーションを楽しんで過

ごしています。また、きよしのズンドコ節やよさこい鳴子踊りは体を動かすいい機会になりとても好評

です。

勝山・内日 ノビリティカフェ

下関市秋根北町5-7

ノビリティホール

毎月１回　１４～１６時

※６月～9月は休み

日程の詳細はお問い合わせください。

 １００円

（囲碁・将棋・麻雀 など）
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【会場】　

【開催時期等】　

【利用料金】

【参加申込】

【カフェでの一日】

【お問い合わせ】

【カフェからのひとこと】

勝山・内日 カフェ一の宮学園通り

下関市一の宮学園町19-1

　フェニックス一の宮

毎月１回　１４～１６時

※１２月～３月は休み

日程の詳細はお問い合わせください。

１００円

   特になし

１４：００～開始

　　　        　ボランティアによる

　　　　　　催し

１４：３０～レクリエーション

　　　　　　 よさこい鳴子踊り

　　　　　 　きよしのズンドコ節

１５：００～ゲームコーナー

１６：００～終了

（事務局）

勝山・内日地域包括支援センター

０８３ー２２７ー２７００

施設の方と地域の方が交流する貴重な場となっています。

認知症予防のレクリエーションやコミュニケーションをしたりお茶やお菓子を楽しんでいます。ま

た、きよしのズンドコ節やよさこい鳴子踊りは体を動かすいい機会になりとても好評です。

（囲碁・将棋・麻雀）
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【会場】　

【開催時期等】　

【利用料金】

【参加申込】

【カフェでの一日】

【お問い合わせ】

【カフェからのひとこと】

勝山・内日 カフェ新秋根

秋根本町2丁目7-27

新秋根集会場

毎月１回　１４～１６時

※日程の詳細はお問い合わせください。

１００円

　特になし

１４：００～開始

　　　　　　レクリエーション

  　　　     　ボランティアによる催し

　　　　　　よさこい鳴子踊り

１４：４５～おしゃべりタイム

１５：００～ゲームコーナー

                   （囲碁・将棋・麻雀など）

１５：３０～きよしのズンドコ節

１６：００～終了

（事務局）

　勝山・内日地域包括支援センター

　０８３ー２２７ー２７００

カフェ新秋根の特徴は、「おしゃべりタイム」です。参加者と包括支援センター職員、民生委員や福祉

員、自治会長も加わって様々なテーマで自由に話し合う機会を毎回設けています。また、「おしゃべり

タイム」で出た意見やその季節に合ったものをレクリエーションに取り入れています。他のカフェ同様

にきよしのズンドコ節やよさこい鳴子踊りは体を動かすいい機会になりとても好評です。
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【会場】　

【開催時期等】　

【利用料金】

【参加申込】

【カフェでの一日】

自由参加

例：ボランティアによる催し

認知症予防体操・講話等

メインに行う事柄あり

【お問い合わせ】

【カフェからのひとこと】

下関市豊田町中村7-1

グループホーム豊田

毎月第３木曜日

１４：００～１５：３０

１００円

　特になし

久保田美香

０８３－７６７－００５８

菊川・豊田 オレンジカフェ　ひまわり

毎月第３木曜日の午後

歌や体操、物作りと誰もが気軽に参加いただけます

ホッと一息お茶を飲みながらおしゃべりしませんか？

皆様のお越しを心よりお待ちしております。

１４：００～　開始

１５：００頃　カフェタイム

１５：３０　　終了
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【会場】　

【開催時期等】　

【利用料金】

【参加申込】

【カフェでの一日】

自由参加

例：ボランティアによる催し

認知症予防体操・講話等

【お問い合わせ】

【カフェからのひとこと】

　

　

　

　下関市菊川町大字田部５３６番地１

   「まんてんの星」

　奇数月　第３土曜日

　１４：００～１５：３０

無料

菊川・豊田 オレンジカフェ　まんてん

　

　

１４：００～開始

１５：００～カフェタイム

１５：３０　終了

　特になし

　社会福祉法人 菊水会（きくがわ苑）

　０８３ー２８７ー１２２０

　菊川・豊田地域包括支援センター　

　 ０８３ー２８７ー２８７０

令和元年5月にオープンしたオレンジカフェです。会場は住宅街にあり、寄り付きの良いところ

で、駐車場もあります。毎回、地域のボランティアの方によるイベントを開催しており、皆様楽

しみにしておられます。

随時、介護の相談も受け付けています。ぜひ、お気軽にお立ち寄りください。
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【会場】　

【開催時期等】　

【利用料金】

【参加申込】

【カフェでの一日】

【お問い合わせ】

【カフェからのひとこと】

１００円

  特になし

１３：００　オープン

１３：３０　イベント

音楽・踊り・体操・講話等

その他季節行事

ハロウィン・クリスマス・バザー等

１５：００まではゆっくりカフェタイ

ム

毎月夢が丘中学校の可愛いキッズボラ

ンティアが皆さんをお出迎えいたしま

す！

中学生ボランティア大活躍

豊浦 立ち寄り処　ほっちゃ

下関市豊浦町吉永１８１５－１

やすらぎデイサービスＳＵＮ

毎月第４日曜日

１３：００～１５：００

いつも元気な笑顔の『ほっちゃ隊』

ボランティアグループ　ほっちゃ隊

代表　中村玲子

事務局：社会福祉法人響会ＳＵＮ

松岡尚樹

０８３－７７５－４１５５演者＆お客さん　全員参加型のイベント（舞踊歌舞伎）

どこかに出かけたい。誰かと話したい。思いを伝えたい。いろんなことを知りたい。それからそれか

ら、なにより笑いたい！そんなみなさん、お茶を飲みながら「ホッ」と一息しませんか？

どなたでも、お立ち寄りいただければ幸せます。

各種専門職も常時スタンバイしています。

ケアマネ・看護師・保健師・療法士・社会福祉士・介護福祉士・・・

介護のご相談、病気のお悩み・・・どんなささいなことでも気軽に声をおかけください。

講話（薬剤師の薬の話） 相談コーナー
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【会場】　

【開催時期等】　

【利用料金】

【参加申込】

【カフェでの一日】

【お問い合わせ】

【カフェからのひとこと】

豊北 café　よつ葉

 下関市豊北町滝部２９６９－１

 サテライト梨花の里アスピア

 毎月第２火曜日

 １４：３０～１６：００
メニューも
豊富！

『お茶を飲みながらゆっくりお話ししま

せんか。専門職に気軽に話を聞くことも

できます。こころの扉をあけてみません

 

担当：白石・岡本

０８３－７８２－１１８１

コーヒーや軽食をしながら、地域の皆さんと一緒に楽しく交流しませんか。

地域のよりどころとして、『ほっ♡』とできるような温かい雰囲気を心がけております。

ぜひ一度お越しください。

１６：００　閉店（close）

 １００円程度

  事前申し込みは不要です

 １４：３０　開店（open）

　　　　　今日は、何飲むかね？

　久しぶり
元気やった？

最近物忘れが気に
　なるんやけど…
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