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日時：平成３０年９月２０日（木）

会場：グランシップ６階 交流ホール

地域包括ケア推進本部

【目次】

No. カフェ名 運営者 圏域 所在区 スライド番号

1 ほのぼのカフェ 特定非営利活動法人 クリエイト静岡 城西 葵区 ２～４

2 茶の味
株式会社MIKE
リハビリデイサービスnagomi 静岡葵店

安西番町 葵区 ５～７
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4 カリタス 茶々カフェ 社会福祉法人 桂 ケアハウスカリタスみわ 美和 葵区 11～13

5
ぺんぎんクラブ登呂１丁目
ぺんぎんクラブ登呂２丁目

株式会社 アクタガワ ハートフルホーム八幡 八幡山 駿河区 14～16
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7 お茶処 エン・フレンテ 社会福祉法人 静岡市社会福祉協議会 大里中島 駿河区 20～21

8 まある 山本 節子 大里高松 駿河区 22～23

9 りはらカフェ
社会福祉法人静和会
丸子の里りはら

長田 駿河区 24～26

10 白ゆりカフェ 村田 君枝 岡船越 清水区 27～29

11 ぺんぎんクラブ押切 株式会社 アクタガワ ハートライフ押切 高部 清水区 30～32

12 やさか町オレンジカフェ
セントケア静岡株式会社
セントケア八坂東

飯田庵原 清水区 33～34 1
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ほのぼのカフェの紹介

☛名称： ほのぼのカフェ

開催場所： 葵区田町５丁目
田町５丁目バス停から３分

平均参加者数： １0～１5名

参加費： 無料
毎月第４土曜日午前9：30～１１：30

認証年月： 平成２９年４月
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たくさんのボランティアさんがカフェに協力してくれます。

ご近所のデイサービスの方たちも月１回のカフェを楽しみ

にお客さんとして来てくれます。

多くのボランティアさんの力を借りて楽器演
奏で思い出の曲を歌います

田町診療所の先生が認知症について 、わかりや
すくお話をしてくれます

近隣のデイサービスの方たちもお客さんとして来
てくれます。会話が弾みます

身体と指を動かすことで和やかになります

4

カフェ名称 茶の味café

開催場所 静岡市葵区安西3-60-1

リハビリデイサービスnagomi内

平均参加者数 20名

参加費 200円

認証年月 平成30年4月

5
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カフェの特徴🍵
茶町という地域の特性を活かしたカフェ作りを心がけています。

特にお茶の時期には、近所のお茶屋さんにもご協力して頂き、講議をして頂きました。

カフェでは新茶や静岡茶をお出しし、和気あいあい、

皆様に講議だけでなくお茶も楽しんで頂けるよう工夫しています。

お茶の入れ方や、お茶の効能について、

講議して頂きました！

お茶の成分が認知症予防になるという

気になるお話も聞けました。

また茶葉を使った料理も教えて頂き、

女性の皆様は必死に

メモを取っていました♪

6

認知症サポーター養成講座
安西番町地域包括支援センターにご協力頂き、

8月に初めて講座を開きました。

看護師による血圧チェック
担当の看護師による体調確認ができます。

身体の不安やその日の血圧など、希望がある方には来店時

バイタルチェックブースに来ていただけます。

認知症についての相談
担当の認知症ケア専門士に不安や予防方法を

相談できます。

毎回脳活性化の体操をしています。

7
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オレンジカフェ静岡 平成29年４月認証

主催 NPO法人ヒューマン・ケア支援機構

開 催 月1回、第3日曜日 2時〜4時

会 場

城東コミュニティプラザHapiSpo

（福）静和会のデイケア施設を

無償で貸していただいています。

〒420-0846 静岡市葵区城東町34-14

平 均
参加人数

平成29年度１年間 参加者 平均 39.5人

（内認知症の人 4.8人 ご家族 5.6人）

平成30年4月～8月 参加者平均 43名

ボランティア・スタッフ 平均 23名

参加費
飲み物（コーヒー・紅茶・ハーブティ）

お菓子（同じ地区の菓子店の手作りケーキ）
各100円

8

目 標
人と話ができる・相談ができる・認知症予防・

ためになる・くつろぐ・楽しい・元気になる

特 色

1.多様な
ボラン
ティア

看護師２～３名 介護専門職３～４名

家族介護者３名 心理専門職 ２名

一般５名 大学教員３名

若者ボランティア（大学生・その他）１０数名

似顔絵ボランティア ２～３名

2.相談体制
の充実

毎月交互に、伝馬町横内地域包括支援センターと

（福）静和会城東ケアプランセンターから

ケアマネさんなどの相談専門職の方が来てくださいます。

3.毎月の
イヴェント
の充実

ミニ講話・声のワークショップ ・その他
9
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月 ミ ニ 講 話

４ 映像鑑賞 永六輔さんの「生きる」を観る 上藤 美紀代さん

５ お茶の話「握る茶の開発に携わって」 古川 睦子さん 看護師

６ 口腔ケアって大切ですよ 近藤 匡晴 先生 近藤歯科医院副院長

７ 自宅ではない、施設で暮らすということ 成岡 桂子さん
～特別養護老人ホームでの暮らしと看取り～ 特別養護老人ホーム「丸子の里」施設長

８ 訪問看護活用術 自分らしく生き抜くために 高井 由美子さん 看護師

９ 「色」ビュンビュンゴマを作って色の不思議体験 篠崎 勇さん
ふじのくに地球環境史ミュージアムガイド・高校の元理科の先生

１０ （予定）遠藤 博之 先生 たんぽぽ診療所

１１ （予定）静岡県舞台芸術センターの人による１人演劇

１２ （予定）石垣 泰則 先生 城西神経内科クリニック

恒例の上藤美紀代さんによる

声と喉を鍛えましょう！

元SBSアナウンサー・NPO法人副理事・事務局長

〆は、望月保夫さんによる 歌の指揮とアコーディオン伴奏

城東町内会幹事・静岡県アコーディオン協会顧問

10

カリタス

茶々カフェ

≪開催場所≫

ケアハウスカリタスみわ内1F食堂

≪認証年月≫

H29.4～

≪開催日時≫

毎月第3水曜 13:30～15:30

≪参加者≫

60～80代の15～20名が参加

≪参加費≫

100円(抹茶・茶菓子含む)

受付 会場

ケアハウス カリタスみわ

11
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集いの場 癒しの場

学びの場

12

交通安全セミナー フラワーアレンジメント

抹茶立て・茶菓子 「こころうた」音楽教室 そば打ち体験会

五感への刺激

認知症予防

視覚

味覚 聴覚

嗅覚

触覚

13
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運営概要

名称 ： ぺんぎんクラブ登呂1丁目 名称 ： ぺんぎんクラブ登呂2丁目

開催場所 ： 登呂1丁目自治会館 開催場所 ： 登呂2丁目自治会館

平均参加者数 ： 15名 平均参加者数 ： 25名

参加費 : 無料 参加費 : 無料

認証年月 ： 2017年4月 認証年月 ： 2017年4月
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特別養護老人ホーム 丸子の里わかば

主催：（福）静和会

共催：長田西地区社協 長田西自治会連合会

毎月 第2金曜日 10：00～12：00
長田西小学校 地域集会室

平均参加人数 ： 30名 スタッフ ： 10名
参加費 ： 無料 （コーヒー・紅茶 お菓子付き￥100）
認証年月 ： 平成29年６月

17
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ふれあいカフェの特徴

スタッフは
静和会職員と
介護経験のある
近隣の住民

18

🌼専門家による多種の講話
🌼しぞ～かでん伝体操や歯っぴースマイル体操
🌼脳トレーニング
🌼お茶を飲みながら、ゆっくりと会話
🌼専門職との介護相談

19
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静岡市社会福祉協議会

ボランティア・市民活動センター静岡 キャラクター

は と な

お茶処エン・フレンテ の活動紹介
カフェの名称 お茶処エン・フレンテ

開催場所 エン・フレンテ2階
（静岡市駿河区中野新田349-1）

平均参加者数 参加者：20～30名
ボランティア：10名

参加費 100円（飲み物・茶菓子付）

認証年月 平成29年４月

内容もバラエティに富み、笑顔あふれるカフェです！皆さん、

カフェで顔を合わせるのを楽しみにされています♪

20

お茶処エン・フレンテ のこだわり

＜①つくる(参加型)カフェ＞
• 内容はボランティアさんからも提案

• 参加者同士で話し合い

→自発的なコミュニティづくり(住民主体)

＜②つどうカフェ＞
• 静岡市ひきこもり地域支援センター

「Dan Dan しずおか」との協働

→みんなの「居場所」としての役割

“エン・フレンテ

(社協)ならでは”
の

オレンジカフェ

21
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カフェの基本情報

【開催場所】駿河区登呂4丁目27－1

【平均参加者数】10人

【参加費】200円/回

【認証年月】平成29年４月

22

●手芸、料理、体操、踊り、お喋り、お悩み相談
を行っています。

●手芸では、袋や財布、服とかの身のまわりのも
のをつくります。

●おやつやお惣菜をみんなで交替で作ります。

●健康に関する話し合いを行います。

●参加者がとにかく楽しいと言ってくれます。
23
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開催場所
フィットネスデイ丸子の里りはら
（静岡市駿河区みずほ）

参加者数
平均 36.2名 / 最大 57名

参加費
無料♫
※コーヒー/紅茶 1杯100円

（お菓子付き）

カフェ認証年月
平成29年４月～

開催日
毎月第3土曜日
14時～16時

参加職員数
・介護職、理学療法士等、3名/1回
・介護支援専門員
（ケアマネジメントステーション所属)

参加ボランティア人数
平均 3～4名/1回

24

かわいいボランティアさんも参加♫

認知症予防を目的とした、楽しい運動！！

笑顔いっぱい！

みんなで一緒に

♫

25
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月ごとに、ためになる講演や歌・楽器演奏を開催♪

認知症患者の家族による講演
ギター演奏と合唱元実習生の音大生によるマリンバ演奏

楽しいマジックショーにみんなで笑顔 外部講師によるミニ講演
26

○名 称 白ゆりカフェ

○開催場所 清水区大沢町９－26

○参 加 者 会員＝平均25名(うち認知症の方が６名）

スタッフ＝平均13名

○参 加 費 会場費100円、飲物代100円

○認証年月

平成29年４月

27
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●ねらい● 家に閉じこもりがちな方の居場所づくりと孤立防止

★参加者★ みなさんお休みすることなく通って来て下さり

「1ヶ月心待ちにしているよ」という声も聞かれます。

◆スタッフ◆ 地域の方々やまたその知り合いで、活動に関心

のある方が口コミで広がりました。

白ゆりカフェって、こんなところ

○会場○ 自宅を開放したスペースなので家庭的な雰囲気で、心が落ち着きます。

キッチンがあるので飲み物を提供しながら、ゆったりと過ごせます。

☆設備整備☆ 活動を始めるにあたっては、中古の机やイスを譲り受けたり、

助成金をいくつも申請して活動費の確保に努めました。

◇成果◇ 認知症により、以前は自宅に帰る道がわからなくなり迷ってしまって

いた方が、今では一人で参加できるようになったという変化も見られて

います。 28

白ゆりカフェの活動内容
声を出して元気に、楽しく脳を活性化するため

音楽療法も取り入れています。
オカリナ、大正琴、キーボード、ギター、

ハーモニカなどを聞いたり、音楽に合わせ

て歌を歌います。

脳の活性化のため、脳活体操や早口

言葉、百人一首や源氏物語などの音読、

手指を使った粘土作品づくりなど

の活動も取り入れています。

キャラバンメイトによる認知症に関する話はもちろん、

看護師、地域包括支援センター、介護福祉士、

警察署の方など、様々な情報提供をしています。
クイズ形式で「食」の知識を学ぶ企画も盛り上がりました。

29
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1.カフェの名称 「ぺんぎんクラブ押切」

2.開催場所 ㈱アクタガワ ハートライフ押切 1F食堂

静岡市清水区押切845-2

5.認証年月 平成29年４月～

3.平均参加者数 14名

月別参加人数 4月-12名 5月-13名(高部包括見学) 6月-13名

7月-18名(高部包括見学) 8月-12名

4.参加費 無料

ぺんぎんクラブ押切

30

理学療法士による「運動」 薬剤師による「お薬」の話ドクターによる「認知症」の話

歯科衛生士による「口腔ケア」について工作教室

「ぺんぎんクラブ押切」の特徴

ぺんぎんクラブ押切

管理栄養士による「食と健康」の話

31
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年間予定

「音楽療法」 美容担当による「若いお肌の保ち方」

ぺんぎんクラブ押切

平成31年2月に開催予定

喫茶室を利用しての懇談

毎月発行チラシ(例)

32

カフェの基本情報

【開催場所】セントケア八坂東

【平均参加者数】10人

【参加費】無料

【認証年月】平成29年４月
やさかちゃん

33
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●施設全体でカフェを運営出来ている

●地域の協力者がある

●自治会の回覧で八坂地区の皆様にご案内

34


