
風街 認知症カフェ

ＶＲ認知症
バーチャルリアリティ

専用の機器を装着することで、視覚や聴覚から認知症のさまざまな症状を疑似体験
します。自分が、あるいは家族、友人が認知症になった時、住み慣れた場所で暮ら
し続けることについて一緒に考えましょう。

日時

◆ 7月27日（水）

◆ 8月24日（水）

◆ 9月28日（水）

◆ 10月26日（水）

◆ 12月28日（水）

令和5年

◆ 1月25日（水）

◆ 2月22日（水）

◆ 3月22日（水）

無料
午後1時～3時 対象

• 認知症の人を介護している家族

• 認知症介護をするかもしれない人

• 認知症のことに関心のある人

など

申込 不要
※但し、ＶＲの台数に限りがあり、
お待ちいただくことになります。
また、3時には終了しますので
ご了承ください。

場所 中央商店街・風街

【問い合わせ先】

愛の家グループホームあびこ（電話）0725－21－7150【主催】

泉大津市地域包括支援センター（電話）0725-21-0294

地域包括支援センター
の認知症施策

新型コロナウイルス
感染症対策

検温・消毒等を実施し、
ソーシャルディスタン
スを意識した環境で開
催いたします。マスク
着用でお越しください
ますようお願い申し上
げます。

愛の家グループホーム
あびこＨＰ



 

  

 

風街 花水木の会（中央商店街） 

毎月・第４水曜日・午後 1～3時 

参加費無料／飲み物代 100円 

地域包括支援センター  ☎21-0294  

あなたのまちの認知症カフェ♪ 

紅琲院ハマダ 花水木の会 
（東助松町 4‐3‐41） 

毎月・第 3水曜日・午後 1～3時 

参加費無料／飲食代はメニューどおり 

地域包括支援センター  ☎21-0294  

愛の家グループホームあびこ 

花水木の会 （我孫子 150番地） 

偶数月・第2土曜日 午後1時30分～3時 

参加費無料 

コミュニティサロン和花
の ど か

 
（旭町 7‐23 田中邸） 

毎週木曜日・午後 1時 30分～4時 

参加費 200円（飲み物、お菓子付） 

ORANGE CAFE 

IZUMIOTSU （春日町 9-1） 
毎月・第１水曜日・午後 1～3時 30分 

参加費無料／飲食代 100～200円 

一隅を照らす庵 （戎町 5‐13） 

毎週金曜日・午後 1時 30分～4時 

参加費無料／飲み物代 100円 

愛の家グループホームあびこ  ☎21-7150 

NPO法人泉大津市和花 ☎080-6234-3788(法人)  医療法人泉清会 川端医院  ☎32‐2580  

楽ちょ弾（橋本）  

☎080-3792-9286 

マドレの庭 ☎32-3134 

市役所 

認知症カフェ 

一隅を照らす庵 

川端医院 

警察 

認知症カフェ 

ORANGE CAFE IZUMIOTSU 

2020.9  
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認知症カフェとは

◆ 認知症の人やその家族、
医療や介護の専門職、
地域の人など、誰もが気軽
に参加できる「集いの場」

◆ 認知症の人やその家族が
安心して過ごせる「地域の
居場所」

毎月・第3月曜日・午後1時30分～4時

20220711


