
認知症カフェの開設状況について（令和３年10月1日現在）

所属名 電話番号

広島市

 ほっと♡カフェ「マッターホルン」
 マッターホルン西館10階 多目的ルーム

 （呉市中通1-5-25）

第1金曜日

13時～14:00
社会福祉法人 呉ハレルヤ会 22-6868

 めぐみカフェ

 デイサービス・ショートステイ めぐみ園

2階予備室

 （呉市東中央2-8-17 西電ビル）

第4または第5

水曜日（月１回）

13:30～15:30

医療法人 エム・エム会 27-8811

 認知症予防カフェ　ハレルヤ
 カフェごはん ハレルヤ

 （呉市中通4-9-17）

第3木曜日

14:00～15:30
株式会社 西日本電工社 32-5980

 行こっと　Café
 呉清光園 Ⅱ寮１階

 （呉市警固屋1-17-15）

第3金曜日

13:30～14:30
社会福祉法人 呉同済義会 28-0901

 憩いのオレンジカフェ
 阿賀まちづくりセンター 第２会議室

 （呉市阿賀中央6-2-16）

第3水曜日

13:00～15:00
株式会社 ひかり 74-2226

 カフェ　えがお
 デイサービス まる・さんかく・しかく

 （呉市広横路2-2-18）

第2土曜日

13:00～15:00
企業組合労協センター事業団 74-3360

 カフェ　はるかぜ
リハビリテーション颯はるかぜ

 （呉市広中新開2-4-27）

第3土曜日

10:00～12:00
サンキ・ウエルビィ 株式会社 76-6133

 オレンジカフェ　茶々々

 小規模多機能センター呉 グループホーム

呉フロア

 （呉市広古新開8-34-16）

第3木曜日

13:30～15:30
社会福祉法人 大空会 36-2182

 はっぱカフェ
 川尻・安浦地域包括支援センター1階

 （呉市安浦町中央1-3-17）

第4土曜日

13:30～15:00
医療法人社団 和恒会 70-6662

ものわすれカフェ～久比～
久比東コミュニティセンター

（呉市豊町久比328）

第3土曜日

13:00～15:00
一般社団法人まめな 66-5425

 カフェ「結い」
 結いサロン ホール

 （呉市音戸町波多見6-4-3）

第3土曜日

9:30～11:30
特定非営利活動法人 結いの会 50-0876

梅一輪 大井地域交流センター
毎月第３土曜日

13時30分～15時
医療法人楽生会馬場病院 0846-22-2071 コロナで休止中

よってみんさいカフェ 多機能型事業所あさひ
毎月第２金曜日

13時30分～14時30分
医療法人社団恵宣会竹原病院 0846-22-0963 コロナで休止中

のんどりカフェ 三原駅前スペースSATTELACE
第3金曜

10：00～11：30
東部地域包括支援センター 0848-61-4410

くすのきカフェ 兎っ兎
第2水曜

14：00～15：30
南部地域包括支援センター 0848-63-6775

すずらんカフェ 三原市医師会館西館
第1金曜

13：30～15：30
中央地域包括支援センター 0848-63-7100

お気軽カフェ カラオケ感謝 第4火曜14：00～15：30 西部地域包括支援センター 0848-86-2450 若年性認知症対応

オレンジカフェ 久井保健福祉センター
第３金曜

13：30～15：00
北部地域包括支援センター 0847-32-5007

さんカフェ やっさ工房にしまち
第２土曜日・第４木曜日14：

00～15：30
広島県東部認知症疾患医療センター三原病院 0848-61-5515

CAFÉ“じゃけん” 地域交流スペースさつき
第３水曜日

10：00～11：30
本郷中央病院リハビリテーション科 0848-86-6780

翼ランチカフェ 翼介護サービス
第２日曜日

11：00～12：30
本郷デイサービスセンター翼 0848-86-0741

オレンジカフェ長江 ケアホーム長江１階
第３日曜日

10：00～12：00
ケアホーム長江 0848-37-6101 コロナの影響で休止中

菜の花カフェ 小林宅
第４月曜日

10：00～12：00
代表　小林 090-4802-6807

とまり木カフェ 御調保健福祉センター２階機能訓練室
第４木曜日

13：30～15：00
尾道市北部地域包括支援センター 0848-76-2495

オレンジカフェ商店街 本通りもりあげ隊内
第２金曜日

13：00～15：00
代表　松井 090-7544-8650

オレンジカフェむかいしま❤愛あい 向島愛あいセンター
第４木曜日

10：00～12：00
尾道市向島地域包括支援センター 0848-41-9240

オレンジカフェ福祉センター・友 尾道市総合福祉センター２階
第２水曜日

13：30～15：30
尾道市西部地域包括支援センター 0848-21-1262

シニア・カフェ西しんがい 高須町西新涯町内会集会所
第２金曜日

13：30～15：30
代表　尾方 0848-46-3810

こころカフェ こころ尾道駅前クリニック６階
第２木曜日

13：00～14：30
こころ尾道駅前クリニック 0848-36-5561

オレンジカフェむかいひがし サンボル尾道２階会議室
第３月曜日

10：00～12：00
尾道市向島地域包括支援センター 0848-41-9240

やすらぎカフェ やすらぎの家　家族介護教室 月１回 介護老人保健施設　やすらぎの家 0848-20-7150 オンライン対応

レモンカフェ 出口宅
第４金曜日

13：00～15：00
尾道市南部地域包括支援センター瀬戸田支所 0845-27-3847

オレンジカフェびんご倶楽部 びんご茶

屋
びんご俱楽部

第３土曜日

13：30～15：30
びんご倶楽部 0845-26-6177

因島医師会ビロードカフェ ビロードの丘２階研修室
第４土曜日

13：30～15：00
因島医師会在宅ケアセンター 0845-24-3065

耳をすませて 澤田宅（もと そば処 茶話駄）
第２火曜日

13：30～14：30
代表　澤田 090-2865-3603

オレンジカフェおぉ～いで 星の里・今津野の家
第４金曜日

10：00～11：30
星の里・今津野の家 0848-77-1100 コロナの影響で休止中

きららカフェ きららラポール尾道
第３水曜日

13：00～14：30
きららラポール尾道 0848-24-2641 コロナの影響で休止中

かぐら 浦崎カフェ 浦崎公民館
第１火曜日

10：00～11：30
代表　檀上 090-4803-8829 １１月から再開

しまの輪カフェ ケアホームひだまり
第２土曜日

13：30～15：30
しまの輪会事務局・ケアホームひだまり 0845-26-2356

喫茶かたふじ いきいきサロン高根　潮香園

第２月曜日と翌日の火曜日

13：30～15：00

（月２回開催）

尾道市南部地域包括支援センター瀬戸田支所 0845-27-3847 １月から開催

別添一覧のとおり

尾道市

竹原市

三原市

呉市

備考市町名 名称 開催場所 開催日時
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認知症カフェの開設状況について（令和３年10月1日現在）

所属名 電話番号

備考市町名 名称 開催場所 開催日時

カフェに関する問い合わせ先

オレンジカフェこれから めだかの学校
第３月曜日

13：30～15：30
尾道市向島地域包括支援センター 0848-41-9240

ひかりカフェ原田 老人介護支援センターひかり苑２階
第４水曜日

14：00～15：30
老人介護支援センターひかり苑 0848-38-0900

カフェ「集」 地域ネットワークコミュニティ「集」
第３土曜日

13：30～15：00
介護老人保健施設　精彩園 0848-48-5511 コロナの影響で休止中

オレンジカフェひだまり
江奥コミュニティセンター（ひだまり交

流館）

第１木曜日

13：30～15：00
尾道市向島地域包括支援センター 0848-41-9240

オレンジカフェみにみに (もと)喫茶ミニミニ
第２木曜日

10：00～11：30
尾道市向島地域包括支援センター 0848-41-9240 コロナの影響で休止中

歌声カフェ ご近所さんカフェ（村上宅）
第２火曜日

13：30～15：00
代表　村上 090-4140-4988

オレンジカフェ天女浜 天女浜公民館
第４火曜日

13：30～15：00
代表　栁原 0848-44-3097 令和３年４月新規オープン

駅かふぇ 東部公民館高須南分館
第３金曜日

10：00～11：30
代表　福地 0848-46-3603 令和３年４月新規オープン

オレンジカフェサンサンくぼ いきいきサロン久保
第２火曜日

10：00～11：30
代表　横田 090-9411-6428 令和３年７月新規オープン

家族の会カフェ

すまいる

福山すこやかセンター

大会議室

毎月第1木曜日

13：30～16：00

福山支部認知症の人と家族の会

服部代表
080-1928-6837

みゆきよりみちかふぇ

（ＭＹＣ）

－平大認知症カフェ－

福山平成大学
隔月1回土曜日

13：00～15：30

福山平成大学福祉健康学部

福祉学科
084-972-5011

ほたるカフェ 本郷公民館
毎月第3水曜日

13:30～15:30
西南部地域包括支援センター 084-933-6272

オレンジリングカフェ

ぷらちな
手城ふれあいプラザ

毎月第１月曜日

13：30～15：30
地域包括支援センター引野 084-940－5090

オレンジカフェ

えんがわ
誠之ふれあいプラザ

毎月第4火曜日

10:30～12：00
地域包括支援センター箕島 084-981-1856

クローバーカフェ 熊野公民館
毎月第3月曜日

10:00～12：00
地域包括支援センター赤坂 084-949-2170

ほっと★かふぇ
福山すこやかセンター　ボランティアセ

ンター

毎月第2金曜日

13：30～15：30
地域包括支援センター三吉町南 084-927-9039

おおとりカフェ 鳳ふれあいプラザ
毎月第4火曜日

13：30～15：30
地域包括支援センター坪生 084-947-9090

おひさまＣａｆe 久松台倶楽部
毎月第2土曜日

10：00～12：00
地域包括支援センター南本庄 084-920-8161

西学区認知症カフェ

はざくらの会
西公民館

毎月第２・第４木曜日

10：00～12：00
はざくらの会 084-926-3904

れもんカフェ
北部地域包括支援

センター

毎月第3土曜日

9:30～11：30
北部地域包括支援センター 084-976-0071

Cafe GETA
コミュニティセンター

宮西

毎月第1木曜日

13:30～15:30
西南部包括支援センター 084-933-6272

よかりんさい 西深津公民館
毎月第4木曜日

13:30～15:30
地域包括支援センター三吉 084-973-0155

しあわせカフェ 光福寺
毎月第4金曜日

13:30～15:00
地域包括支援センター南蔵王 084-940－1130

hacoカフェ 地域交流スペースhaco
第2第4金曜日

13:30～15:30
NPO法人ミニ介護ハウスあしたばの家 084-967-0480

みんなのカフェ ふれあい広場にこにこ堂
毎月第４土曜日

１０時～１２時
個人 0847-41-2968

ほっとサロン セイフティー信和ショートステイ鵜飼
毎月第2・4火曜日

１０時30分～１３時
セイフティー信和事業所 0847-46-4655

ほっとカフェ 辻町会館
毎月第１木曜日

１０時～１２時
町内会 0847-41-7888 １１月から再開予定

イートインほっこり 個人宅
毎月第３土曜日

９時～１２時
個人 0847-62-3443

虹色サロンサングリーン サングリーン
毎月第２木曜日

13時30分～15時
三次市地域包括支援センター 0824-65-1146

認知症カフェなかまち ｹｱﾎｰﾑ　ﾃﾞｨｱ･ﾚｽﾄ三次
毎月第４土曜日

10時～11時30分
ｹｱﾎｰﾑ　ﾃﾞｨｱ･ﾚｽﾄ三次 0824-65-1122

すいれんカフェ 三次コミュニティセンター
毎月第３土曜日

13時30分～15時
すいれん 0824-62-3322

虹色サロンよりんさい よりんさい
毎月第４水曜日

13時30分～15時
三次市地域包括支援センター 0824-65-1146

はたじきカフェ ゆうしゃいん三次
毎月第２金曜日

13時30分～15時
ゆうしゃいん三次 0824-68-0344

認知症カフェコージー コージーガーデン
毎月第４土曜日

13時30分～15時
コージーガーデン 0824-66-2611

こじか１０４ 吉舎ふるさとプラザXa104
毎月第１木曜日

10時30分～12時30分
老人介護支援センターこじか荘 0824-43-4462

だんらんカフェ 甲奴コミュニティセンター
毎月第２月曜日

13時30分～15時
藤原別荘 0847-67-3310

ふわふーわかふぇ ふの薬局
毎月第３木曜日

14時～15時
ふの薬局 0824-54-7331

尾道市

三次市

福山市

府中市



認知症カフェの開設状況について（令和３年10月1日現在）

所属名 電話番号

備考市町名 名称 開催場所 開催日時

カフェに関する問い合わせ先

カフェとんぼ 庄原ショッピングセンタージョイフル2階
毎月第1火曜日

13：30-15：00

生活福祉部高齢者福祉課

地域包括支援センター係
0824-73-1165 コロナの影響で5月～9月中止

コスモスカフェ 庄原市西城保健福祉センターしあわせ館
毎月第２木曜日

13：30-15：00

西城支所地域振興室

保健福祉係
0824-82-2202 コロナの影響で6月～9月中止

おれんじカフェ「ええ塩梅」
庄原市役所東城支所

1階ホール

毎月第4火曜日

13：30-15：00

東城支所市民生活室

保健福祉係
08477-2-5131 コロナの影響で5月～9月中止

あしたのカフェ 比和あけぼの荘
毎月第３火曜日

13：30-15：00

比和支所地域振興室

市民生活係
0824-85-3001 コロナの影響で5月～9月中止

大竹市
認知症カフェ　オレンジカフェ　いこ

か！
当院・市内公共施設

毎月第3金曜日

14時～15時

広島県西部認知症疾患医療・大竹市認知症対

応・玖波地区地域包括支援・合併型センター
0827-57-7461

かふぇ　ほのぼの 黒瀬保健福祉センター
毎月一回

13：30～15：00
東広島市黒瀬地域包括支援センター 0823-82-0203

あすカフェ 安宿地域センター
毎月一回

13：30～15：30

あすか住民自治協議会

安宿地域センター
082-432-2521

えっと　すまいる　かふぇ
サロンデュ青空

（宗近病院内）

毎月第二土曜日

13：30～15：00
広島中央認知症疾患医療センター 082-493-8651

きく茶屋 東広島市内
毎月一回　日曜日

13：30～15：30

東広島介護支援専門員連絡協議会（東広島市社

会福祉協議会内）
082-422-4075 希望者はオンライン対応

のぞみカフェ 介護付有料老人ホーム　望海の里
毎月第４日曜日

14：00～16：00
介護付有料老人ホーム望海の里 0829-56-4580

ｎ-ｃａｆｅひまわり みやうち廿日市駅前ビル
毎月第４日曜日

14：00～16：00
ヴィラひまわり廿日市駅前 0829-20-5108

にっこりカフェ 大野支所３階交流スペース
毎月第４火曜日

13：00～16：00

廿日市市社会福祉協議会

大野事務所

主催：認知症の人と家族の会

広島県廿日市市大野地区

0829-55-3294

廿日市認知症カフェ
山崎本社みんなのあいプラザ又は串戸市

民センター

3月、6月、9月、12月のいず

れかの土曜日

14：00～16：00

株式会社ドラッグしみず

（しみず薬局）
0829-32-4141

認知症カフェ

あいちゃんのホッとするカフェ

美土里方面隊第二分団　　コミュニティ

消防センター
2ヵ月に1回 安芸高田市社会福祉協議会地域福祉課 0826-47-1131

コロナウイルスの影響で10月から開

催（10/22実施）

認知症カフェ

あいちゃんのホッとするカフェ
八千代人権福祉センター 2ヵ月に1回 安芸高田市社会福祉協議会地域福祉課 0826-47-1131

コロナウイルスの影響で10月から開

催（10/25実施）

認知症カフェ

あいちゃんのホッとするカフェ
ふれあいセンター　いきいきの里 2ヵ月に1回 安芸高田市社会福祉協議会地域福祉課 0826-47-1131

コロナウイルスの影響で10月から開

催（10/27実施）予定

認知症カフェ

あいちゃんのホッとするカフェ
向原生涯学習センターみらい 2ヵ月に1回 安芸高田市社会福祉協議会地域福祉課 0826-47-1131

コロナウイルスの影響で11月から開

催（11/16実施）予定

認知症カフェ

あいちゃんのホッとするカフェ
ふれあいセンターこうだ 2ヵ月に1回 安芸高田市社会福祉協議会地域福祉課 0826-47-1131

コロナウイルスの影響で11月から開

催（11/25実施）予定

認知症カフェ

あいちゃんのホッとするカフェ
高宮支所内ホール 2ヵ月に1回 安芸高田市社会福祉協議会地域福祉課 0826-47-1131

コロナウイルスの影響で11月から開

催（11/26実施）予定

いやしカフェ 江南ふれあいセンター 毎月第1水曜日 在宅介護支援センター江能 0823-57-7100

よりみちカフェ 中郷コミュニティホーム 毎月最終週水曜日 誠心園ブランチ 0823-42-5252

認知症カフェだんだん ふれあい福祉センター
毎月第１金曜日

10：15～11：45
府中町社会福祉協議会 082-285-7278 コロナの影響で休止中

茶のみ処椿 やぐら庵（鹿籠二丁目12-53）
毎月第２木曜日

10：00～12：00
府中みどり園 082-281-6700 コロナの影響で休止中

海田町オレンジライン 巡回型 月１回 原本　明美 090-8242-0639

認知症カフェ花みずき 特別養護老人ホーム花みずき
毎月最終水曜

13時30分～15時30分
特別養護老人ホーム花みずき 082-821-0201

認知症カフェみらい くまの・みらい交流館
毎月第３火曜日

13：30～16：00
熊野町地域包括支援センター 082-820-5615 一般住民対応

認知症カフェみらい 中溝自治会館
毎月第1水曜日

13：30～16：00
熊野町地域包括支援センター 082-820-5615 一般住民対応

坂町 ようよう喫茶 サンキウェルビイグループホーム坂
奇数月の木曜日または土曜日

（10時～12時）
グループホーム坂 082-824-7966 休止中

安芸太田町 認知症カフェ 地域支援センター 毎月第４水曜日 安芸太田町地域包括支援センター 0826-22-2031

ふれあいカフェ芸北
芸北ホリスティックセンター

（旧）デイサービス

毎月第2金曜日

９時～１２時
北広島町地域包括支援センター 050ｰ5812ｰ1853

どんぐりカフェ 豊平地域を移動
毎月第2火曜日

10時～14時
北広島町地域包括支援センター 050ｰ5812ｰ1853

わさまちカフェ
ふるさと指定居宅介護支援事業所

（旧金谷医院）

毎月第1・3木曜日

午前中
北広島町地域包括支援センター 050ｰ5812ｰ1853

ふれあいカフェからしろ からしろ館
毎月第4水曜日

14時～15時30分
北広島町地域包括支援センター 050ｰ5812ｰ1853

カフェマザーズ 団栗子
毎月第4金曜日

北広島町地域包括支援センター 050ｰ5812ｰ1853

夢カフェ 松寿苑 毎月第1火曜日 北広島町地域包括支援センター 050ｰ5812ｰ1853
開設時にコロナの緊急事態宣言発出と

なり未開催

きやんせ きやんせ
月1回

14時～15時
広島県北部・安芸・認知症疾患医療センター 0826-72-8262

大崎上島町 カフェオレンジ オレンジハウス

第2土曜日

13時～15時

第4金曜日

9時30分～11時30分

福祉課　介護保険係 0846-62-0301
若年性認知症も受け入れてはいるが実

績なし

認知症カフェ 世羅保健福祉センター
毎月第3水曜日

14時～16時
世羅町地域包括支援センター 0847－25－0072

オレンジカフェ 特別養護老人ホーム　　せせらぎ園
毎月第2木曜日

14時～16時
特別養護老人ホーム　　　　せせらぎ園 ０８４７－３７－２５５０

※特養内での実施のため現在休止中

（コロナ対応）

なごみ三和 小畠交流会館
毎月第2・4火曜日

13時30分～15時30分
神石高原町地域包括支援センター 0847-89-3377

なごみ豊松 ふれあいの館
毎月第2・4月曜日

13時30分～15時30分
神石高原町地域包括支援センター 0847-89-3377

カフェふれあい ふれあいサロン呉ヶ垰
毎月第2・4火曜日

13時30分～15時30分
神石高原町地域包括支援センター 0847-89-3377

カフェ喫茶去 永聖寺
毎月1回

10時00分～11時30分
神石高原町地域包括支援センター 0847-89-3377

カフェ天神原 法泉寺
毎月1回

10時00分～11時30分
神石高原町地域包括支援センター 0847-89-3377

世羅町

神石高原町

海田町

熊野町

北広島町

廿日市市

安芸高田市

府中町

江田島市

庄原市

東広島市


