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主なイベント主なイベント 時間や内容の詳細については、各カフェにお問い合わせください。

長寿はつらつ課　電話 0258－39－2268
平成２９年７月発行

 ７月 １３日㈭
 ７月 １５日㈯
 ７月 １６日㈰
 ７月 ２１日㈮

 ７月 ２２日㈯

 ８月 ６日㈰
 ８月 １９日㈯
 ８月 ２０日㈰
 ８月 ２６日㈯
 ８月 ２７日㈰
 ９月 ９日㈯
 ９月 １０日㈰
 ９月 １６日㈯
 ９月 ２４日㈰
 １０月 １日㈰

 １０月 ８日㈰

 １０月 １４日㈯
 １０月 １５日㈰
 １１月 ９日㈭
 １１月 ２６日㈰

 １２月 ９日㈯

 １２月 １５日㈮

 １２月 １７日㈰

 １月 ７日㈰
 １月 １４日㈰
 １月 １９日㈮

 １月 ２８日㈰

 ２月 ８日㈭
 ２月 １１日㈰
 ２月 １４日㈬
 ２月 ２４日㈯
 ２月 ２５日㈰
 ３月 １３日㈫

暑い夏をのりきる栄養教室
ふれあいＢＢＱ大会
茶話会・交流会
オープンカフェ　ミニコンサート
認知症介護指導者による認知症講座
認知症予防　歌とストレッチ体操
認知症サポーター養成講座
納涼祭
納涼会
夏まつり
サマーフェスタ
おいしい珈琲の淹れ方講座
おりがみで四季を感じる
介護予防教室・予防リフレッシュ体操
認知症予防リハビリ「コグニサイズ」
ランチカフェ
薬剤師による正しい薬の使用について
地域包括支援センター職員による認知症講座
音楽療法
アロマハンドマッサージ
デイキャンプ
フラワーアレンジメント
医師による認知症講座
看護師による感染予防講座
音楽で生き生き
管理栄養士による食事と栄養について
忘年会
忘年会
新年会
地域住民から和島地域を学ぶ
新年会
新年会（餅つき大会）
劇団による寸劇
笑いヨガ
フラワーアレンジメント
スイーツづくり
介護保険を学ぶ
栄養ミニ講座
認知症ミニ講座

オレンジカフェｉｎ中之島
オレンジカフェてまり
オレンジカフェｉｎ与板
オレンジカフェさくら茶屋
オレンジカフェｉｎみしま
オレンジカフェ新町わいが家
まちのねオレンジカフェ上除
オレンジカフェ「こしじの空」
オレンジカフェｉｎ川崎
オレンジカフェｉｎみしま
まちのねオレンジカフェ大島
認知症の人と家族の会「つどい」
オレンジカフェなじょらい「おぐに」
オレンジカフェてまり
オレンジカフェｉｎ寺泊
まちのねオレンジカフェ上除
オレンジカフェｉｎみしま
オレンジカフェｉｎわしま
オレンジカフェなじょらい「おぐに」
認知症の人と家族の会「つどい」
オレンジカフェｉｎ川崎
オレンジカフェｉｎ中之島
まちのねオレンジカフェ大島
オレンジカフェてまり
認知症の人と家族の会「つどい」
オレンジカフェさくら茶屋
オレンジカフェ「こしじの空」
オレンジカフェｉｎ与板
まちのねオレンジカフェ上除
オレンジカフェｉｎわしま
オレンジカフェさくら茶屋
まちのねオレンジカフェ大島
オレンジカフェｉｎ寺泊
オレンジカフェｉｎ中之島
オレンジカフェなじょらい「おぐに」
オレンジカフェ「やまこし」
オレンジカフェ新町わいが家
オレンジカフェｉｎ寺泊
オレンジカフェ「やまこし」

開催日 内　容 開催カフェ

オレンジカフェのご案内
平成２９年度年間予定表

対　象 ●認知症の心配がある人や現在治療中の人
●介護をしている（経験のある）人
●認知症に関心のある人
●「近所にあるから行ってみたい」「お茶飲みがしたい」など
　どなたでもご参加いただけます！

内　容 ●参加者同士の情報交換や相談
●介護者や専門職からのアドバイス
●講座やリフレッシュのためのイベント　など

参加費 1回につき　１００円
(内容によって、別途材料費などの実費負担があります。)

参加の際には、各カフェにお問い合わせください

ひとりで抱え込まないで…
まずは、話してみませんか？
ひとりで抱え込まないで…
まずは、話してみませんか？
　身近にある「カフェ」のように気軽にお茶を飲みながら、認知症の相談
を行ったり、参加者同士の交流などで楽しくすごす、そんな場所です。
長岡市と、家族の会・関係機関が協働で行っています。
　ぜひ、お立ち寄りください！

新しいカフェが８か所オープンし、
長岡市内のオレンジカフェは１５か所になります！

認知症を地域で支える

こののぼりが
目印です！



まちのねオレンジカフェ上除
開催日 毎月第１日曜日

13：30～１５：３０
（１０月・１月は１１：３０～１３：３０）

●４月２日㈰  ●５月７日㈰  ●６月４日㈰  ●７月２日㈰  ●８月６日㈰  ●９月３日㈰
●１０月１日㈰  ●１１月５日㈰  ●１２月３日㈰  ●１月７日㈰  ●２月４日㈰  ●３月４日㈰

お問い合わせ ケアプランセンター上除
丸山・鷲尾（電話：４２－８５０３）

会　場 ケアプランセンター上除
（長岡市上除町西１丁目４１１）

　元気な時も、認知症になってか
らも、ずっと続けて通えるカフェ
です。新しい出会いがあるかもし
れません。
　一度お立ち寄りください！！

オレンジカフェ新町わいが家
開催日 毎月第４土曜日

（９月は第５土曜日）

1０：０0～１２：００

●４月２２日㈯  ●５月２７日㈯  ●６月２４日㈯  ●７月２２日㈯  ●８月２６日㈯
●９月３０日㈯  ●１０月２８日㈯  ●１１月２５日㈯  ●１２月２３日㈯  ●１月２７日㈯
●２月２４日㈯  ●３月２４日㈯

お問い合わせ ながおか医療生活協同組合
くらしいきいき支援室
藤田・片桐（電話：３０－１１６１）

会　場 地域交流スペース新町「わいが家」
（長岡市泉１－７－２０）

　認知症を楽しく学び、時には簡
単ストレッチ体操も。専門職を交
えてゆっくりお茶を飲みながら、
「からだも心もリフレッシュ」する
ための集いの場です。まずは１人
で悩まずにお越しください。

まちのねオレンジカフェ大島
開催日 毎月第４日曜日

１３：３０～１５：３０
（８月はサマーフェスタと同時開催！上記時間に加えて、10：００～12：００の時間帯も開設しています。）

●７月２３日㈰  ●８月２７日㈰  ●９月２４日㈰  ●１０月２２日㈰  ●１１月２６日㈰
●１２月２４日㈰  ●１月２８日㈰  ●２月２５日㈰  ●３月２５日㈰

お問い合わせ サポートセンター大島
木村・大平（電話：２８－２１６１）

会　場 サポートセンター大島
（長岡市大島町字谷内甲１１６１）

　認知症の方や家族の方は
もちろん、興味のある方も
ほっと一息つきませんか？

認知症の人と家族の会「つどい」
開催日 毎月第２土曜日

13：30～１６：００
●４月８日㈯  ●５月１３日㈯  ●６月１０日㈯  ●７月８日㈯  ●８月（休み）
●９月９日㈯  ●１０月１４日㈯  ●１１月１１日㈯  ●１２月９日㈯  ●１月（休み）
●２月１０日㈯  ●３月１０日㈯ 

お問い合わせ 認知症の人と家族の会
高坂（電話：２７－０５４８）　
木村（電話：３３－５１８４）
笹川（電話：６３－５３９４）

会　場 さいわいプラザ
（長岡市幸町２－１－１）

　ご本人も介護者もほっとくつろ
げる居場所です。若年性認知症の
方も大歓迎です。
　長岡駅「スターバックス」や社会
福祉センター「トモシア」でも開催
しています。日時はお問い合わせ
ください。自主活動「オレンジバ
ル」もやってます。

オレンジカフェｉｎ川崎
開催日 毎月第３日曜日

（１月は第１日曜日）

1０：０0～１２：００

●４月１６日㈰  ●５月２１日㈰  ●６月１８日㈰  ●７月１６日㈰  ●８月２０日㈰
●９月１７日㈰  ●１０月１５日㈰  ●１１月１９日㈰  ●１２月１７日㈰  ●１月７日㈰
●２月１８日㈰  ●３月１８日㈰

お問い合わせ 高齢者総合福祉相談センター川崎
オレンジカフェｉｎ川崎 事務局
多田・川上・中林(電話：３１－８５５１)

会　場 高齢者総合福祉相談センター川崎
（長岡市川崎町５６３番地１）

　認知症の人とご家族が
お互いの存在を認め合
い、思いやる心を育むこ
と。地域で暮らす人々の
元気と笑顔にふれ、繋が
り合いと共生の架け橋と
なるように…。
　まずはお気軽にご参加
ください。

P2 P3

●長岡西
　郵便局様

原信様●

●関原自動車学校様

●縄文の杜
　関原様

関原町●
駐在所様　

会場

上除西
8

●長岡工業高校様

●VIPシティホール宮内様

●ローソン様

●長岡市立劇場

←長生橋

←柏崎 長岡ＩＣ→

平潟神社様●
●

出光様

会場

長生橋東詰

←長岡大橋

●かつ久亭
　総本店様

●東北
　中学校様

川崎東　
小学校様●

会場

川崎五丁目8

栃尾→

北
長
岡
駅

●ホンダ様

●新町小学校様

●
原信様

セブン
イレブン様
●

生協かんだ
診療所様
　　　●

エネオス様
●

会場

新町
交番様●

会場

　　●
長岡信用金庫様

●
ミウラペット様

●原信様

●
ファミリーマート様

長岡西病院様
●

　　　　●　　
スーパーセンター
ムサシ様

●　
白ゆり学園様

大島中学校様
●　

長生橋→

NEW

大手大橋→



まちのねオレンジカフェ上除
開催日 毎月第１日曜日

13：30～１５：３０
（１０月・１月は１１：３０～１３：３０）

●４月２日㈰  ●５月７日㈰  ●６月４日㈰  ●７月２日㈰  ●８月６日㈰  ●９月３日㈰
●１０月１日㈰  ●１１月５日㈰  ●１２月３日㈰  ●１月７日㈰  ●２月４日㈰  ●３月４日㈰

お問い合わせ ケアプランセンター上除
丸山・鷲尾（電話：４２－８５０３）

会　場 ケアプランセンター上除
（長岡市上除町西１丁目４１１）

　元気な時も、認知症になってか
らも、ずっと続けて通えるカフェ
です。新しい出会いがあるかもし
れません。
　一度お立ち寄りください！！

オレンジカフェ新町わいが家
開催日 毎月第４土曜日

（９月は第５土曜日）

1０：０0～１２：００

●４月２２日㈯  ●５月２７日㈯  ●６月２４日㈯  ●７月２２日㈯  ●８月２６日㈯
●９月３０日㈯  ●１０月２８日㈯  ●１１月２５日㈯  ●１２月２３日㈯  ●１月２７日㈯
●２月２４日㈯  ●３月２４日㈯

お問い合わせ ながおか医療生活協同組合
くらしいきいき支援室
藤田・片桐（電話：３０－１１６１）

会　場 地域交流スペース新町「わいが家」
（長岡市泉１－７－２０）

　認知症を楽しく学び、時には簡
単ストレッチ体操も。専門職を交
えてゆっくりお茶を飲みながら、
「からだも心もリフレッシュ」する
ための集いの場です。まずは１人
で悩まずにお越しください。

まちのねオレンジカフェ大島
開催日 毎月第４日曜日

１３：３０～１５：３０
（８月はサマーフェスタと同時開催！上記時間に加えて、10：００～12：００の時間帯も開設しています。）

●７月２３日㈰  ●８月２７日㈰  ●９月２４日㈰  ●１０月２２日㈰  ●１１月２６日㈰
●１２月２４日㈰  ●１月２８日㈰  ●２月２５日㈰  ●３月２５日㈰

お問い合わせ サポートセンター大島
木村・大平（電話：２８－２１６１）

会　場 サポートセンター大島
（長岡市大島町字谷内甲１１６１）

　認知症の方や家族の方は
もちろん、興味のある方も
ほっと一息つきませんか？

認知症の人と家族の会「つどい」
開催日 毎月第２土曜日

13：30～１６：００
●４月８日㈯  ●５月１３日㈯  ●６月１０日㈯  ●７月８日㈯  ●８月（休み）
●９月９日㈯  ●１０月１４日㈯  ●１１月１１日㈯  ●１２月９日㈯  ●１月（休み）
●２月１０日㈯  ●３月１０日㈯ 

お問い合わせ 認知症の人と家族の会
高坂（電話：２７－０５４８）　
木村（電話：３３－５１８４）
笹川（電話：６３－５３９４）

会　場 さいわいプラザ
（長岡市幸町２－１－１）

　ご本人も介護者もほっとくつろ
げる居場所です。若年性認知症の
方も大歓迎です。
　長岡駅「スターバックス」や社会
福祉センター「トモシア」でも開催
しています。日時はお問い合わせ
ください。自主活動「オレンジバ
ル」もやってます。

オレンジカフェｉｎ川崎
開催日 毎月第３日曜日

（１月は第１日曜日）

1０：０0～１２：００

●４月１６日㈰  ●５月２１日㈰  ●６月１８日㈰  ●７月１６日㈰  ●８月２０日㈰
●９月１７日㈰  ●１０月１５日㈰  ●１１月１９日㈰  ●１２月１７日㈰  ●１月７日㈰
●２月１８日㈰  ●３月１８日㈰

お問い合わせ 高齢者総合福祉相談センター川崎
オレンジカフェｉｎ川崎 事務局
多田・川上・中林(電話：３１－８５５１)

会　場 高齢者総合福祉相談センター川崎
（長岡市川崎町５６３番地１）

　認知症の人とご家族が
お互いの存在を認め合
い、思いやる心を育むこ
と。地域で暮らす人々の
元気と笑顔にふれ、繋が
り合いと共生の架け橋と
なるように…。
　まずはお気軽にご参加
ください。
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オレンジカフェてまり
開催日 毎月土曜日のいずれか（１０月は第３水曜日）

13：30～１５：３０
●４月２２日㈯  ●５月１３日㈯  ●６月１７日㈯  ●７月１５日㈯
●８月１９日㈯  ●９月１６日㈯  ●１０月１８日㈬  ●１１月１８日㈯
●１２月９日㈯  ●１月２０日㈯  ●２月１７日㈯  ●３月１７日㈯

お問い合わせ てまり総合ケアセンター
総務 中野・大関（電話：５１－５００５）

会　場 夢住んで平いて
（長岡市平１－３－５５）

　栃尾地域で唯一の「オレ
ンジカフェ」です！気軽にお
茶を飲みながら、参加者同
士の交流など楽しく過ご
していただき、ほっこりと
リフレッシュできる場にな
るといいなぁと思い、開催
しております。気軽に御参
加ください。

オレンジカフェｉｎ中之島
開催日 毎月第2木曜日

１３：３０～１５：３０
●７月１３日㈭  ●８月１０日㈭  ●９月１４日㈭  ●１０月１２日㈭  ●１１月９日㈭
●１２月１４日㈭  ●１月１１日㈭  ●２月８日㈭  ●３月８日㈭

お問い合わせ 高齢者総合施設中之島
佐藤・久住（電話：６１－２８２８）

会　場 高齢者総合施設中之島
（長岡市中之島字古新田２１０５－６）

　緑に囲まれた心地よい
カフェ、人と人がつながる
仲間づくりカフェ。みんな
の悩みや喜びを分かち合
うひと時を中之島で過ご
しましょう。

オレンジカフェｉｎみしま
開催日 毎月第４土曜日

（10月は第2日曜日）

９：３0～１１：３０

●７月２２日㈯  ●８月２６日㈯  ●９月２３日㈯  ●１０月８日㈰  ●１１月２５日㈯
●１２月２３日㈯  ●１月２７日㈯  ●２月２４日㈯  ●３月２４日㈯

お問い合わせ 特別養護老人ホームみしま園
丸山・名地・島村（電話：４２－３１３１）

会　場 特別養護老人ホームみしま園
（長岡市宮沢５８０－３）

　認知症のご本人・ご家
族で「どうすればいい
の？」と不安を抱えている
方や「認知症について
もっと知りたい」と思って
いる方が交流する場で
す。自然に囲まれ、季節感
を感じられる「みしま」で
お待ちしています。

オレンジカフェｉｎ寺泊
開催日 毎月第４日曜日

 １１月は第３日曜日・
 １２月は第１日曜日

1０：０0～１２：００

●４月２３日㈰  ●５月２８日㈰  ●６月２５日㈰  ●７月２３日㈰  ●８月２７日㈰
●９月２４日㈰  ●１０月２２日㈰  ●１１月１９日㈰  ●１２月３日㈰  ●１月２８日㈰
●２月２５日㈰  ●３月２５日㈰

お問い合わせ 介護老人保健施設てらどまり
渡部（電話：０２５６－９７－３２００）
特別養護老人ホーム桐原の郷
西村（電話：０２５６－９７－５０００)

会　場 介護老人保健施設てらどまり
（長岡市寺泊下桐８５０－１） 　「オレンジカフェin寺泊」は、

認知症の方もそうでない方も
様々な方が集い、ふれあう場で
す。福祉の専門職もいますの
で、いろんなことをお話ししま
しょう！！まずは寺泊の丘に一度
足を運んでみませんか？

オレンジカフェ「こしじの空」
開催日 毎月第３土曜日

又は第３日曜日
1４：０0～１６：００

●４月１６日㈰  ●５月２１日㈰  ●６月１８日㈰  ●７月１５日㈯  ●８月１９日㈯
●９月１７日㈰  ●１０月１５日㈰  ●１１月１９日㈰  ●１２月１７日㈰  ●１月２１日㈰
●２月１８日㈰  ●３月１８日㈰

お問い合わせ 小規模多機能型居宅介護
あおぞら館
西脇・金子（電話：８６－８８１７）

会　場 小規模多機能型居宅介護
あおぞら館

（長岡市浦５０４１－４）

　越路地域にあるオレンジカ
フェとして、昨年から活動して
います！日頃から多くの認知症
の方と関わるスタッフと共に、
地域の方々などから「気分転換
の場」として認知症のお話や季
節のお菓子作り、折り紙など茶
話会を中心に活動しています。

P4 P5

※7月15日(土)は、11：30～14：00の
　開催となります。
※1月～３月は出張カフェ！
　会場は、１月が平地区公民館、
　2月が旭町地区公民館、
　３月が天下島地区公民館となります。 会場
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オレンジカフェてまり
開催日 毎月土曜日のいずれか（１０月は第３水曜日）

13：30～１５：３０
●４月２２日㈯  ●５月１３日㈯  ●６月１７日㈯  ●７月１５日㈯
●８月１９日㈯  ●９月１６日㈯  ●１０月１８日㈬  ●１１月１８日㈯
●１２月９日㈯  ●１月２０日㈯  ●２月１７日㈯  ●３月１７日㈯

お問い合わせ てまり総合ケアセンター
総務 中野・大関（電話：５１－５００５）

会　場 夢住んで平いて
（長岡市平１－３－５５）

　栃尾地域で唯一の「オレ
ンジカフェ」です！気軽にお
茶を飲みながら、参加者同
士の交流など楽しく過ご
していただき、ほっこりと
リフレッシュできる場にな
るといいなぁと思い、開催
しております。気軽に御参
加ください。

オレンジカフェｉｎ中之島
開催日 毎月第2木曜日

１３：３０～１５：３０
●７月１３日㈭  ●８月１０日㈭  ●９月１４日㈭  ●１０月１２日㈭  ●１１月９日㈭
●１２月１４日㈭  ●１月１１日㈭  ●２月８日㈭  ●３月８日㈭

お問い合わせ 高齢者総合施設中之島
佐藤・久住（電話：６１－２８２８）

会　場 高齢者総合施設中之島
（長岡市中之島字古新田２１０５－６）

　緑に囲まれた心地よい
カフェ、人と人がつながる
仲間づくりカフェ。みんな
の悩みや喜びを分かち合
うひと時を中之島で過ご
しましょう。

オレンジカフェｉｎみしま
開催日 毎月第４土曜日

（10月は第2日曜日）

９：３0～１１：３０

●７月２２日㈯  ●８月２６日㈯  ●９月２３日㈯  ●１０月８日㈰  ●１１月２５日㈯
●１２月２３日㈯  ●１月２７日㈯  ●２月２４日㈯  ●３月２４日㈯

お問い合わせ 特別養護老人ホームみしま園
丸山・名地・島村（電話：４２－３１３１）

会　場 特別養護老人ホームみしま園
（長岡市宮沢５８０－３）

　認知症のご本人・ご家
族で「どうすればいい
の？」と不安を抱えている
方や「認知症について
もっと知りたい」と思って
いる方が交流する場で
す。自然に囲まれ、季節感
を感じられる「みしま」で
お待ちしています。

オレンジカフェｉｎ寺泊
開催日 毎月第４日曜日

 １１月は第３日曜日・
 １２月は第１日曜日

1０：０0～１２：００

●４月２３日㈰  ●５月２８日㈰  ●６月２５日㈰  ●７月２３日㈰  ●８月２７日㈰
●９月２４日㈰  ●１０月２２日㈰  ●１１月１９日㈰  ●１２月３日㈰  ●１月２８日㈰
●２月２５日㈰  ●３月２５日㈰

お問い合わせ 介護老人保健施設てらどまり
渡部（電話：０２５６－９７－３２００）
特別養護老人ホーム桐原の郷
西村（電話：０２５６－９７－５０００)

会　場 介護老人保健施設てらどまり
（長岡市寺泊下桐８５０－１） 　「オレンジカフェin寺泊」は、

認知症の方もそうでない方も
様々な方が集い、ふれあう場で
す。福祉の専門職もいますの
で、いろんなことをお話ししま
しょう！！まずは寺泊の丘に一度
足を運んでみませんか？

オレンジカフェ「こしじの空」
開催日 毎月第３土曜日

又は第３日曜日
1４：０0～１６：００

●４月１６日㈰  ●５月２１日㈰  ●６月１８日㈰  ●７月１５日㈯  ●８月１９日㈯
●９月１７日㈰  ●１０月１５日㈰  ●１１月１９日㈰  ●１２月１７日㈰  ●１月２１日㈰
●２月１８日㈰  ●３月１８日㈰

お問い合わせ 小規模多機能型居宅介護
あおぞら館
西脇・金子（電話：８６－８８１７）

会　場 小規模多機能型居宅介護
あおぞら館

（長岡市浦５０４１－４）

　越路地域にあるオレンジカ
フェとして、昨年から活動して
います！日頃から多くの認知症
の方と関わるスタッフと共に、
地域の方々などから「気分転換
の場」として認知症のお話や季
節のお菓子作り、折り紙など茶
話会を中心に活動しています。

P4 P5

※7月15日(土)は、11：30～14：00の
　開催となります。
※1月～３月は出張カフェ！
　会場は、１月が平地区公民館、
　2月が旭町地区公民館、
　３月が天下島地区公民館となります。 会場
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オレンジカフェｉｎわしま
開催日 毎月第２日曜日

（7月は第３日曜日）

1４：０0～１６：００

●７月１６日㈰  ●８月１３日㈰  ●９月１０日㈰  ●１０月８日㈰  ●１１月１２日㈰
●１２月１０日㈰  ●１月１４日㈰  ●２月１１日㈰  ●３月１１日㈰

お問い合わせ 地域密着型複合施設わしま
池田・三宮・星野・藤ノ木

（電話：８９－８５６０）

会　場 地域密着型複合施設わしま
（長岡市小島谷３３９９）

　おいしいコーヒーと地元の
食材を使った手作りお菓子を
楽しみながら、認知症と和島
地域について語り合います。
　お互いさま、お陰さまの気
持ちを持ち寄って、「ともに、生
きていく」ひとときを過ごしま
しょう。

オレンジカフェさくら茶屋
開催日 毎月第３金曜日

（9月は第３土曜日）

1０：０0～１２：００

●７月２１日㈮  ●８月１８日㈮  ●９月１６日㈯  ●１０月２０日㈮  ●１１月１７日㈮
●１２月１５日㈮  ●１月１９日㈮  ●２月１６日㈮  ●３月１６日㈮

お問い合わせ 健康倶楽部かわぐち
老人デイサービスセンター・
グループホーム
沼崎・佐藤（電話：８９－４２８５）

会　場 JR東日本信濃川発電所PR
「川口プラザ」
（長岡市西川口１２５０）

　地域の皆様が、いつま
でもその人らしく・安心し
て健やかに、なじみの暮ら
しが継続されるよう、また
新たな出会いの時間とな
れば幸いです。
　お気軽にご参加くださ
い。お待ちしております。

オレンジカフェ「やまこし」
開催日 毎月１～２回開催

９：３0～１１：３０（10月18日は14時～開催となります）

●１０月１８日㈬  ●１１月１日㈬  ●１２月７日㈭
●１月１７日㈬  ●２月１４日㈬  ●３月１３日㈫

●７月６日㈭  ●７月１９日㈬  ●８月２３日㈬
●８月２９日㈫  ●９月１４日㈭  ●９月２６日㈫

お問い合わせ 山古志支所市民生活課
星野・髙木（電話：５９－２３３３）

会　場 山古志地域福祉センターなごみ苑
（長岡市山古志虫亀２１９－２）

　山古志は高齢化率
50％を超えましたが、認
知症になっても支え合っ
て暮らしていける、やさ
しい地域です。やまこし
のカフェに癒されに来て
ください。

オレンジカフェｉｎ与板
開催日 毎月第３日曜日

（9月は第2日曜日）

1０：０0～１２：００

●７月１６日㈰  ●８月２０日㈰  ●９月１０日㈰  ●１０月１５日㈰  ●１１月１９日㈰
●１２月１７日㈰  ●１月２１日㈰  ●２月１８日㈰  ●３月１８日㈰

お問い合わせ 介護老人保健施設グリーンヒル与板
白島・遠藤（電話：７２－２５００）

会　場 介護老人保健施設グリーンヒル与板
（長岡市与板町槇原３９３－８）

　認知症の人とご家族
が地域の中でいきいき
と暮らしていけるよう
カフェを通じ、語り合い
ませんか。そして認知症
について共に理解を深
めていきましょう。皆様
のお越しを「緑の丘」で
お待ちしております。

オレンジカフェなじょらい「おぐに」
開催日 毎月第２日曜日

1０：０0～１２：００
●７月９日㈰  ●８月１３日㈰  ●９月１０日㈰  ●１０月８日㈰  ●１１月１２日㈰
●１２月１０日㈰  ●１月１４日㈰  ●２月１１日㈰  ●３月１１日㈰

お問い合わせ デイサービスセンター
おごしの里
斎藤・笹崎・植木

（電話：９５－５１１０）

会　場 デイサービスセンター
おごしの里

（長岡市小国町楢沢９０）

　「なじょらい、寄って行かんか
い。」と気軽に立ち寄っていただけ
るカフェです。
　認知症のこと、介護のこと、心配
やお悩みごとなど、何でもお茶を飲
みながらお話しできればと思いま
す。季節に合わせた活動なども計画
しております。まずは一度お立ち寄
りください。お待ちしております。

P6 P7
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【７月～９月はプレカフェとして開催！】

※会場は、7月６日㈭・9月14日㈭が種苧原診療所、
　７月19日㈬・8月23日㈬が山古志診療所、
　8月29日㈫・9月26日㈫が虫亀診療所です。
　時間は、9：30～１１：３０です。

１０月オープン！
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オレンジカフェｉｎわしま
開催日 毎月第２日曜日

（7月は第３日曜日）

1４：０0～１６：００

●７月１６日㈰  ●８月１３日㈰  ●９月１０日㈰  ●１０月８日㈰  ●１１月１２日㈰
●１２月１０日㈰  ●１月１４日㈰  ●２月１１日㈰  ●３月１１日㈰

お問い合わせ 地域密着型複合施設わしま
池田・三宮・星野・藤ノ木

（電話：８９－８５６０）

会　場 地域密着型複合施設わしま
（長岡市小島谷３３９９）

　おいしいコーヒーと地元の
食材を使った手作りお菓子を
楽しみながら、認知症と和島
地域について語り合います。
　お互いさま、お陰さまの気
持ちを持ち寄って、「ともに、生
きていく」ひとときを過ごしま
しょう。

オレンジカフェさくら茶屋
開催日 毎月第３金曜日

（9月は第３土曜日）

1０：０0～１２：００

●７月２１日㈮  ●８月１８日㈮  ●９月１６日㈯  ●１０月２０日㈮  ●１１月１７日㈮
●１２月１５日㈮  ●１月１９日㈮  ●２月１６日㈮  ●３月１６日㈮

お問い合わせ 健康倶楽部かわぐち
老人デイサービスセンター・
グループホーム
沼崎・佐藤（電話：８９－４２８５）

会　場 JR東日本信濃川発電所PR
「川口プラザ」
（長岡市西川口１２５０）

　地域の皆様が、いつま
でもその人らしく・安心し
て健やかに、なじみの暮ら
しが継続されるよう、また
新たな出会いの時間とな
れば幸いです。
　お気軽にご参加くださ
い。お待ちしております。

オレンジカフェ「やまこし」
開催日 毎月１～２回開催

９：３0～１１：３０（10月18日は14時～開催となります）

●１０月１８日㈬  ●１１月１日㈬  ●１２月７日㈭
●１月１７日㈬  ●２月１４日㈬  ●３月１３日㈫

●７月６日㈭  ●７月１９日㈬  ●８月２３日㈬
●８月２９日㈫  ●９月１４日㈭  ●９月２６日㈫

お問い合わせ 山古志支所市民生活課
星野・髙木（電話：５９－２３３３）

会　場 山古志地域福祉センターなごみ苑
（長岡市山古志虫亀２１９－２）

　山古志は高齢化率
50％を超えましたが、認
知症になっても支え合っ
て暮らしていける、やさ
しい地域です。やまこし
のカフェに癒されに来て
ください。

オレンジカフェｉｎ与板
開催日 毎月第３日曜日

（9月は第2日曜日）

1０：０0～１２：００

●７月１６日㈰  ●８月２０日㈰  ●９月１０日㈰  ●１０月１５日㈰  ●１１月１９日㈰
●１２月１７日㈰  ●１月２１日㈰  ●２月１８日㈰  ●３月１８日㈰

お問い合わせ 介護老人保健施設グリーンヒル与板
白島・遠藤（電話：７２－２５００）

会　場 介護老人保健施設グリーンヒル与板
（長岡市与板町槇原３９３－８）

　認知症の人とご家族
が地域の中でいきいき
と暮らしていけるよう
カフェを通じ、語り合い
ませんか。そして認知症
について共に理解を深
めていきましょう。皆様
のお越しを「緑の丘」で
お待ちしております。

オレンジカフェなじょらい「おぐに」
開催日 毎月第２日曜日

1０：０0～１２：００
●７月９日㈰  ●８月１３日㈰  ●９月１０日㈰  ●１０月８日㈰  ●１１月１２日㈰
●１２月１０日㈰  ●１月１４日㈰  ●２月１１日㈰  ●３月１１日㈰

お問い合わせ デイサービスセンター
おごしの里
斎藤・笹崎・植木

（電話：９５－５１１０）

会　場 デイサービスセンター
おごしの里

（長岡市小国町楢沢９０）

　「なじょらい、寄って行かんか
い。」と気軽に立ち寄っていただけ
るカフェです。
　認知症のこと、介護のこと、心配
やお悩みごとなど、何でもお茶を飲
みながらお話しできればと思いま
す。季節に合わせた活動なども計画
しております。まずは一度お立ち寄
りください。お待ちしております。
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小島谷駅

●和島体育館

●
北越銀行様

　長岡市
●和島支所

和島小学校様
●

会場

槇原　　●
スポーツ広場

●
吉岡材木店様

　槇原農村
●センター様

会場

南中

中田川

県道寺泊与板線

県
道
与
板
関
原
線 　JAカントリー

●エレベーター様

　　●
小国中学校様

会場

相野原

おぐに森林公園
●

●ＪＡカントリー
　エレベーター様 越後交通

小国車庫様
●

　●
小国診療所様

川口
診療所様●

会場

東川口

西川口

魚野川
川
口
橋

●
地域包括
支援センター

　　●
あおりの里様

会場

羽黒トンネル

県道23号線

県道
24
号線

山古志小・
中学校様●

長岡市
山古志支所
　　　　●竹沢

郵便局様●

NEW

NEWNEW

NEWNEW

【７月～９月はプレカフェとして開催！】

※会場は、7月６日㈭・9月14日㈭が種苧原診療所、
　７月19日㈬・8月23日㈬が山古志診療所、
　8月29日㈫・9月26日㈫が虫亀診療所です。
　時間は、9：30～１１：３０です。

１０月オープン！

403

403
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主なイベント主なイベント 時間や内容の詳細については、各カフェにお問い合わせください。

長寿はつらつ課　電話 0258－39－2268
平成２９年７月発行

 ７月 １３日㈭
 ７月 １５日㈯
 ７月 １６日㈰
 ７月 ２１日㈮

 ７月 ２２日㈯

 ８月 ６日㈰
 ８月 １９日㈯
 ８月 ２０日㈰
 ８月 ２６日㈯
 ８月 ２７日㈰
 ９月 ９日㈯
 ９月 １０日㈰
 ９月 １６日㈯
 ９月 ２４日㈰
 １０月 １日㈰

 １０月 ８日㈰

 １０月 １４日㈯
 １０月 １５日㈰
 １１月 ９日㈭
 １１月 ２６日㈰

 １２月 ９日㈯

 １２月 １５日㈮

 １２月 １７日㈰

 １月 ７日㈰
 １月 １４日㈰
 １月 １９日㈮

 １月 ２８日㈰

 ２月 ８日㈭
 ２月 １１日㈰
 ２月 １４日㈬
 ２月 ２４日㈯
 ２月 ２５日㈰
 ３月 １３日㈫

暑い夏をのりきる栄養教室
ふれあいＢＢＱ大会
茶話会・交流会
オープンカフェ　ミニコンサート
認知症介護指導者による認知症講座
認知症予防　歌とストレッチ体操
認知症サポーター養成講座
納涼祭
納涼会
夏まつり
サマーフェスタ
おいしい珈琲の淹れ方講座
おりがみで四季を感じる
介護予防教室・予防リフレッシュ体操
認知症予防リハビリ「コグニサイズ」
ランチカフェ
薬剤師による正しい薬の使用について
地域包括支援センター職員による認知症講座
音楽療法
アロマハンドマッサージ
デイキャンプ
フラワーアレンジメント
医師による認知症講座
看護師による感染予防講座
音楽で生き生き
管理栄養士による食事と栄養について
忘年会
忘年会
新年会
地域住民から和島地域を学ぶ
新年会
新年会（餅つき大会）
劇団による寸劇
笑いヨガ
フラワーアレンジメント
スイーツづくり
介護保険を学ぶ
栄養ミニ講座
認知症ミニ講座

オレンジカフェｉｎ中之島
オレンジカフェてまり
オレンジカフェｉｎ与板
オレンジカフェさくら茶屋
オレンジカフェｉｎみしま
オレンジカフェ新町わいが家
まちのねオレンジカフェ上除
オレンジカフェ「こしじの空」
オレンジカフェｉｎ川崎
オレンジカフェｉｎみしま
まちのねオレンジカフェ大島
認知症の人と家族の会「つどい」
オレンジカフェなじょらい「おぐに」
オレンジカフェてまり
オレンジカフェｉｎ寺泊
まちのねオレンジカフェ上除
オレンジカフェｉｎみしま
オレンジカフェｉｎわしま
オレンジカフェなじょらい「おぐに」
認知症の人と家族の会「つどい」
オレンジカフェｉｎ川崎
オレンジカフェｉｎ中之島
まちのねオレンジカフェ大島
オレンジカフェてまり
認知症の人と家族の会「つどい」
オレンジカフェさくら茶屋
オレンジカフェ「こしじの空」
オレンジカフェｉｎ与板
まちのねオレンジカフェ上除
オレンジカフェｉｎわしま
オレンジカフェさくら茶屋
まちのねオレンジカフェ大島
オレンジカフェｉｎ寺泊
オレンジカフェｉｎ中之島
オレンジカフェなじょらい「おぐに」
オレンジカフェ「やまこし」
オレンジカフェ新町わいが家
オレンジカフェｉｎ寺泊
オレンジカフェ「やまこし」

開催日 内　容 開催カフェ

オレンジカフェのご案内
平成２９年度年間予定表

対　象 ●認知症の心配がある人や現在治療中の人
●介護をしている（経験のある）人
●認知症に関心のある人
●「近所にあるから行ってみたい」「お茶飲みがしたい」など
　どなたでもご参加いただけます！

内　容 ●参加者同士の情報交換や相談
●介護者や専門職からのアドバイス
●講座やリフレッシュのためのイベント　など

参加費 1回につき　１００円
(内容によって、別途材料費などの実費負担があります。)

参加の際には、各カフェにお問い合わせください

ひとりで抱え込まないで…
まずは、話してみませんか？
ひとりで抱え込まないで…
まずは、話してみませんか？
　身近にある「カフェ」のように気軽にお茶を飲みながら、認知症の相談
を行ったり、参加者同士の交流などで楽しくすごす、そんな場所です。
長岡市と、家族の会・関係機関が協働で行っています。
　ぜひ、お立ち寄りください！

新しいカフェが８か所オープンし、
長岡市内のオレンジカフェは１５か所になります！

認知症を地域で支える

こののぼりが
目印です！


