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A 居場所 民間団体が運営

1 雲中
2 東川崎
3 宮本
4 籠池
5 下山手
6 北野
7 神戸諏訪山
8 吾妻

9 小野柄
10 橘
11 春日野
12 若菜
13 二宮
14 脇の浜
15 山手

B 地域福祉センター等 地域福祉センター等で
「ふれあいのまちづくり協議会」等が運営

① 大人の居場所研究舎　薬膳喫茶なりわい
② ふれあい喫茶「山手カフェ」
③ あんだんて
④ はっぴー・すくーる
⑤ はっぴー・さぽーと
⑥ ママの日本語クラス
⑦ 児童館カフェ（二宮児童館）
⑧ 柳診カフェ“ラポール”(RAPPORT)
⑨ ふれあい会
⑩ お食事会
⑪ 天国屋カフェ
⑫ わいわい亭
⑬ ちゃいやあらんど
⑭ 木曜カフェ
⑮ わいわいランチ
⑯ カフェもぐもぐ
⑰ 青谷ふれあい喫茶
⑱ カフェふらっと
⑲ ケアカフェ　いつでも夢を
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中央 - A - 1

代表者 浜ひろ子
（担当者） 浜ひろ子

650-0015
神⼾市中央区多聞通4-2-3

高齢者、主婦、勤労者 参加人数 ６人

中央 - A - 2

代表者
（担当者）

650-0004
神⼾市中央区中⼭⼿通4-10-32（コープ⼭⼿内組合員集会室）

高齢者・地域住⺠ 参加人数

中央 - A - 3

代表者 ⼭田マサ子
（担当者）

651-0093
神⼾市中央区⼆宮町4-9-21

高齢者、主婦 参加人数 6人

中央 - A - 4

代表者 平⼭芳子
（担当者） 塩⾒洋子

651-0093
神⼾市中央区⼆宮町1-12-10

学生（外国にルーツをもつ中学生・高校生） 参加人数 10人主な参加者

⼤切にしていること
外国にルーツをもつ子どもたちが⾃由に集まり、のびのびと⾃分らしくいられる環境づくりを⾏っ
ています。

活動内容 その他（外国にルーツをもつ子どもたちの居場所づくり。ゲーム⼤会、日本文化体験など）
利⽤料⾦ 無料

連絡先 Tel：078-231-6201 Fax：078-231-6692 Email：shiomi@kobe.ywca.or.jp
HP http://www.kobe.ywca.or.jp

開催日 第2⼟ 13:30〜16:00（原則）

主な参加者

はっぴー・すくーる

団体名 神⼾YWCA分室

住所 開設年⽉ 2012年

⼤切にしていること
来る者拒まず⽼いも若きも⽴寄って話すだけ、聞くだけ。⾃分流に時間を楽しんで過ごして頂く場
所になるように。心掛けています。

活動内容 食事（昼）、趣味、ものづくり

利⽤料⾦ 500円／回

連絡先 Tel：078-241-6690 Fax： Email：
HP

開催日 第2⽉・⽔・⾦ 13:00〜15:00

あんだんて

団体名 あんだんて

住所 開設年⽉ 2016年4⽉

主な参加者

⼤切にしていること 地域の交流・居場所
活動内容 ふれあい喫茶
利⽤料⾦ 100円

開催日 第3⽊ 14:00〜16:00

主な参加者

ふれあい喫茶「山手カフェ」

団体名

住所 開設年⽉ 2015年4⽉

大人の居場所研究舎　薬膳喫茶なりわい

団体名 ⼤人の居場所研究舎 薬膳喫茶なりわい

住所 開設年⽉ 2016年8⽉

⼤切にしていること
「⼤人が本気で楽しめる場所」 心と体に優しく⾯⽩いワークショップを展開します 居心地の良
い雰囲気づくり。

活動内容 喫茶、趣味、ものづくり、講座、相談、運動、あそび場、貸しスペース

利⽤料⾦ 500円〜1500円

連絡先 Tel：080-5331-4651 Fax： Email：nikkoniko21@gmail.com
HP https://www.facebook.com/otonanoibasyokennkyuusyayakuzenkissanariwai/

開催日 ⼟日（⽉2〜３回） 10:00〜17:00

連絡先 Tel：078-652-2206 Fax： Email：
HP
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中央 - A - 5

代表者 平⼭芳子
（担当者） 塩⾒洋子

651-0093
神⼾市中央区⼆宮町1-12-10

学生（外国にルーツをもつ中学生・高校生） 参加人数 5人

中央 - A - 6

代表者 平⼭芳子
（担当者） 塩⾒洋子

651-0093
神⼾市中央区⼆宮町1-12-10

主婦（外国人ママ） 参加人数 6人

中央 - A - 7

代表者 ⾺場⼀郎
（担当者） 森 松美

651-0093
神⼾市中央区⼆宮町1-3-2

高齢者、主婦、子ども 参加人数 5人

中央 - A - 8

代表者 ミチコ プラトリィ
（担当者） プラトリィ・ミチコ

651-0068
神⼾市中央区旗塚通 5-1-25「ふきあいの郷」地域交流空間・多
目的室

高齢者、主婦 参加人数
25〜30人（ボランティアを
含む）

主な参加者

⼤切にしていること ・どなたでも参加でき、健康維持と⾃⽴した生活を⽀えあう。 ・受容

活動内容 喫茶（介護予防カフェ）、情報交換、⾳楽

利⽤料⾦ 150円／回

連絡先 Tel：078-231-2335 Fax：078-231-2336 Email：
HP

開催日 第1・2・3 ⾦ 9:30〜12:30

主な参加者

柳診カフェ“ラポール”(RAPPORT)

団体名 無償ボランティアグループ柳鶴会

住所 開設年⽉ 2011年12⽉

⼤切にしていること 子育て中の保護者の⽅の情報交換の場や、地域の⽅とのｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝの場としてご利⽤頂いています。

活動内容 喫茶
利⽤料⾦ 100円（コーヒーor紅茶＆お菓子）

連絡先 Tel：078-242-6411 Fax：078-220-4539 Email：
HP

開催日  毎週⽉ 10:00〜11:30※学校休業日は除く

主な参加者

児童館カフェ（二宮児童館）

団体名 ⼆宮・小野柄ふれあいネット

住所 開設年⽉ 2006年11⽉

⼤切にしていること
子育てに必要な日本語や日本文化を体験的に学びます。共に学びあい、育ちあえる活動にしたいと
願っています。

活動内容 講座（ママ先生によるママのための子育てに役⽴つ日本語講座）
利⽤料⾦ 500円

連絡先 Tel：078-231-6201 Fax：078-231-6692 Email：shiomi@kobe.ywca.or.jp
HP http://www.kobe.ywca.or.jp

開催日 第4⽉ 11:00〜12:00

主な参加者

ママの日本語クラス

団体名 神⼾YWCA分室

住所 開設年⽉ 2013年

⼤切にしていること
日本の学校に通う、外国にルーツをもつ子どもたちの教科日本語指導。1人ひとりきめ細やかなサ
ポートを⾏います。

活動内容 その他（日本の学校に通う非⺟国語者の子どもたちへの教科日本語指導。
利⽤料⾦ 無料

連絡先 Tel：078-231-6201 Fax：078-231-6692 Email：shiomi@kobe.ywca.or.jp
HP http://www.kobe.ywca.or.jp

開催日 毎週⼟ 13:30〜16:00

はっぴー・さぽーと

団体名 神⼾YWCA分室

住所 開設年⽉ 2012年
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中央 - A - 9

代表者 近藤満男
（担当者） ⼤槻登

651-0078
神⼾市中央区⼋雲通6丁目2-14東神⼾診療所4F多目的ホール

高齢者 参加人数

中央 - A - 10

代表者 ミチコ プラトリィ
（担当者） プラトリィ・ミチコ

651-0068
神⼾市中央区旗塚通 5-1-25「ふきあいの郷」地域交流空
間・多目的室

高齢者、主婦 参加人数

中央 - A - 11

代表者 ⾺場⼀郎
（担当者）

651-0076
神⼾市中央区吾妻通5-2-20

高齢者、主婦、勤労者、子ども 参加人数 15〜80人

中央 - A - 12

代表者 平⼭芳子
（担当者） 塩⾒洋子

651-0062
神⼾市中央区坂⼝通5-2-16

高齢者 参加人数 10人主な参加者

⼤切にしていること 在宅生活する高齢者が栄養ある食事と会話を楽しんでいただく昼食会です。

活動内容 食事（昼）

利⽤料⾦ 700円/回

連絡先 Tel：078-221-5111 Fax：078-221-5111 Email：shiomi@kobe.ywca.or.jp
HP http://www.kobe.ywca.or.jp

開催日 第２・４⽔ 11:00〜13:00

主な参加者

わいわい亭

団体名 神⼾YWCA分室

住所 開設年⽉ 2001年4⽉

⼤切にしていること 生きづらさを抱えた人たちが集える居場所に

活動内容 喫茶、食事（昼、夜）

利⽤料⾦ ランチ500円／回

連絡先 Tel：078-221-3627 Fax：078-221-0810 Email：baba@core100.net
HP http://tengokuya.pepper.jp/

開催日  毎週⽊〜⼟ 11:00〜16:0017:30〜21:00（第3⾦）

天国屋カフェ

団体名 社会福祉法人イエス団賀川記念館

住所 開設年⽉ 1963年4⽉(賀川記念館）/2010
年4⽉（天国屋カフェ）

主な参加者

⼤切にしていること ・どなたでも参加でき、健康維持と⾃⽴した生活を⽀えあう。 ・受容

活動内容 食事（昼）、情報交換、⾳楽
利⽤料⾦  1食 400円

連絡先 Tel：078-231-6201 Fax： Email：
HP

開催日 第3もしくは第4⽉ 11:30〜13:00

主な参加者

お食事会

団体名 無償ボランティアグループ柳鶴会

住所 開設年⽉

⼤切にしていること 誰でも気軽に参加・交流できる場を。⼀人ぼっちの高齢者をなくそう

活動内容 喫茶、食事（昼）、カラオケ
利⽤料⾦ 喫茶（コーヒー・菓子付）150円、食事会400円、カラオケ100円

連絡先 Tel：078-231-9031 Fax：078-231-9033 Email：
HP

開催日 第1・3⽔ 9:30〜11:30(喫茶）、11:30〜13:00(食事）、13:00〜15:00(カラオケ）

ふれあい会

団体名 東神⼾医療互助組合葺合南⽀部

住所 開設年⽉ 2016年
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中央 - A - 13

代表者 平⼭芳子
（担当者） 塩⾒洋子

651-0062
神⼾市中央区坂⼝通5-2-16

主婦、子ども 参加人数
⺟親5〜6人、子ども6〜8
人

中央 - A - 14

代表者 平⼭芳子
（担当者） 塩⾒洋子

651-0062
神⼾市中央区坂⼝通5-2-16

その他（どなたでも） 参加人数 約10人

中央 - A - 15

代表者 平⼭芳子
（担当者） 塩⾒洋子

651-0062
神⼾市中央区坂⼝通5-2-16

高齢者、その他（障がいのある⽅など） 参加人数 1日約30食

中央 - A - 16

代表者 平⼭芳子
（担当者） 塩⾒洋子

651-0062
神⼾市中央区坂⼝通5-2-16

若年性認知症の人と仲間たち 参加人数 当事者3人、⽀援者5人主な参加者

⼤切にしていること
若年性認知症の人が「悩みを共有し」「生きがいをもって安心して暮らす」ことをサポート。コ
ミュニティカフェづくりを目指して検討中です。

活動内容 食事（昼）、相談

利⽤料⾦ 300円／回（お茶代含む）昼食代500円

連絡先 Tel：078-221-5111 Fax：078-221-5111 Email：shiomi@kobe.ywca.or.jp
HP http://www.kobe.ywca.or.jp

開催日 第1⼟ 11:00〜14:00

主な参加者

カフェもぐもぐ

団体名 神⼾YWCA分室

住所 開設年⽉ 2015年７⽉

⼤切にしていること 誰でも住み慣れた地域に住み続けることができるように、⼿作りの昼食をお届けしています。

活動内容 食事（地域への配食活動）

利⽤料⾦ お弁当600円/1食

連絡先 Tel：078-221-5111 Fax：078-221-5111 Email：shiomi@kobe.ywca.or.jp
HP http://www.kobe.ywca.or.jp

開催日 毎週⽉〜⾦ 9:00〜14:00

主な参加者

わいわいランチ

団体名 神⼾YWCA分室

住所 開設年⽉ 2001年4⽉

⼤切にしていること
だれでも気軽に⽴ち寄れる地域の居場所としてスタート。地域の団体にも出店してもらい、交差点
の役割にもなっています。

活動内容 喫茶、その他（地域福祉団体のお菓子・パンなど販売、野菜販売）

利⽤料⾦ お茶代100円/杯

連絡先 Tel：078-221-5111 Fax：078-221-5111 Email：shiomi@kobe.ywca.or.jp
HP http://www.kobe.ywca.or.jp

開催日 毎週⽊ 14:00〜15:30

主な参加者

木曜カフェ

団体名 神⼾YWCA分室

住所 開設年⽉ 2001年4⽉

⼤切にしていること
「ちゃいやあらんど」は「ひとりじゃないよ」沖縄の⾔葉です。就学前の子どもをもつ⺟親の仲間
づくりの場です。

活動内容 喫茶、食事、趣味、相談、あそび場

利⽤料⾦ 100円、その度プログラムにより400〜800円プラス

連絡先 Tel：078-221-5111 Fax：078-221-5111 Email：shiomi@kobe.ywca.or.jp
HP http://www.kobe.ywca.or.jp

開催日 第1・３⽔ 11:00〜15:00

ちゃいやあらんど

団体名 神⼾YWCA分室

住所 開設年⽉ 2001年4⽉
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中央 - A - 17

代表者
（担当者）

651-0052
神⼾市中央区中島通2-1-14（コープミニ⻘⾕内）

高齢者・地域住⺠ 参加人数

中央 - A - 18

代表者 ⼤⻄雅子
（担当者） ⼤⻄雅子

650-0022
神⼾市中央区元町通6丁目7-1

高齢者、主婦、勤労者 参加人数 5人

中央 - A - 19

代表者
（担当者）

650-0004
神⼾市中央区中⼭⼿通4-10-32（コープ⼭⼿内組合員集会室）

高齢者、地域住⺠ 参加人数

主な参加者

⼤切にしていること コミュニケーション

活動内容 ふれあい喫茶
利⽤料⾦ 100円

連絡先 Tel：078-652-2206 Fax： Email：
HP

開催日 第4⽊ 14:00〜16:00

青谷ふれあい喫茶

団体名

住所 開設年⽉

カフェふらっと

団体名

⼤切にしていること
ツナガル場所としていろんな人たちと知り合い、⽀えあい、生きがい、やりがいを⾒つけてゆける
交流場所

活動内容 喫茶、趣味、ものづくり、相談
利⽤料⾦ 100円/喫茶、講座実費

主な参加者

住所 開設年⽉ 2017年4⽉

連絡先 Tel：078-341-0612 Fax：078-341-0612 Email：
HP

開催日 毎週⽕ 11:00〜15:00

ケアカフェ　いつでも夢を

団体名

住所 開設年⽉

連絡先 Tel：078-652-2206 Fax： Email：
HP

開催日 毎週⽕ 14:00〜16:00
⼤切にしていること

活動内容
利⽤料⾦ 100円

主な参加者
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地域福祉センター等

ラベル センター名 住所（神⼾市中央区） Tel 名称 開催日時 利⽤料⾦

中央-B-1 雲中 旗塚通4-4-20 078-291-0171 ふれあい喫茶（サロン） 第2火曜 300円

中央-B-2 東川崎 東川崎町5-1-1 078-652-3866 ふれあい喫茶（サロン） 第3水曜の後 直近の日曜 150円

中央-B-3 宮本
宮本通3-1-５
(宮本公園内)

078-251-3751 ふれあい喫茶（サロン） 第4木曜 100円

中央-B-4 籠池 籠池通2-1-5 078-261-1544 ふれあい喫茶（サロン） 第2日曜 100円

中央-B-5 下山手 北⻑狭通7-3-13 078-362-5844 ふれあい喫茶（サロン） 不定期（概ね第4水曜） 200円

中央-B-6 北野 中山手通2-17-18 078-241-7139 ふれあい喫茶（サロン） 第2水曜（年10回） 400円

中央-B-7 神⼾諏訪山
北⻑狭通4-9-5
元町北会館5階

078-331-5063 ふれあい喫茶（サロン） 第2水曜（奇数月）
100円、
200円

中央-B-8 吾妻 吾妻通5-1-12 078-251-1391 ふれあい喫茶（サロン） 第4⾦曜（年10回） 100円

中央-B-9 小野柄 旭通2-4-9 078-221-5666 ふれあい喫茶（サロン） 第1土曜 100円

中央-B-10 橘
橘通3-4-1 神⼾市総合
福祉センター3階

078-341-6322 ふれあい喫茶（サロン） 第4日曜 200円

中央-B-11 春日野 八雲通1-1-7 078-242-0294 ふれあい喫茶（サロン）
第3土曜の翌日の日曜（年
10回）

100円

中央-B-12 若菜 神若通2-3-7 078-241-1921 ふれあい喫茶（サロン） 毎週日曜 200円

中央-B-13 二宮 二宮町3-12-1 078-251-7051 ふれあい喫茶（サロン） 第1日曜 100円

中央-B-14 脇の浜 脇浜海岸通3-2-7 078-231-8300 日曜喫茶 毎週日曜 100円

中央-B-15 山手
中山手通6-1-40 生田
文化会館1階

078-360-8850 ふれあい喫茶（サロン） 月1回（不定期） 100円

おおよそ各小学校区に1か所あり、ふれあいのまちづくり協議会が中⼼になって活動が⾏われています。「ふれあい喫茶」や、⼦育て中のみ
なさんが集まるサークルなどの催しのほか、グループの集まりで部屋を借りることもできます（営利目的・宗教活動等は不可）。

※開催日時、利⽤料⾦は変更になる可能性があります。詳しくは各センターにお問い合わせください。
※2016年7月時点で神⼾市からいただいた情報（ふれあい喫茶等、居場所機能を持つもの）を掲載しています。
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