
認知症カフェ設置一覧（令和４年10月1日現在）

設置数 名称 設置時期 設置主体 開設者 所在地
カフェの

タイプ※ 開催頻度 開催時間 参加費

心愛 平成25年9月 医療機関 認知症高齢者医療介護教育センター 福井県福井市島寺町93-6（すこやかシルバー病院内） ③
毎週月曜日
毎週木曜日

月曜9：00～12：00
木曜13:00～16:00

無料

宝永きらめきいっぷく茶屋 平成26年6月 介護サービス施設・事業者 福井県民生活協同組合 福井市宝永3-3-1 ① 毎週金曜日 14：00～17：00 100円

羽水きらめき
この街カフェなごみ

平成26年7月 介護サービス施設・事業者 福井県民生活協同組合 福井市木田3丁目2802 ① 毎月第3木曜日 13：00～17：00 100円

カフェYOU&I 平成29年6月 その他 NPO法人まちかど保健室 福井市西学園2丁目310 ① 毎週月～日曜日 午前・午後の予約制 100円

10：00～11：30

13：30～15：00

オレンジカフェ・どんぐり 平成27年6月 その他 どんぐりの会（ボランティア） 敦賀市平和町17-7（デイサービスセンター幸） ① 毎月第１日曜日 13：30～15：30 100円

オレンジカフェ・だんね 平成29年7月 その他 認知症の人と家族の会　敦賀のつどい 敦賀市若葉町1丁目1610（ハーツオアシス：ハーツ敦賀店・多目的室） ① 毎月第４日曜日 13：30～15：00 100円

ぬくもり温泉カフェ 平成27年11月 医療機関 福井県嶺南認知症疾患医療センター 敦賀市吉河41-1-5（敦賀温泉病院） ③
毎月第３土曜日（参加希望要相談

TEL0770-23-9800寺川まで）
14：00～15：00 無料

カフェ・ぽ～れ 平成27年6月 その他 カフェ・ぽ～れ 小浜市小浜日吉91-3（ふれあいセンター） ① 毎月第２木曜日 10：00～11：30 100円

おひさまカフェ 令和元年5月 その他 おひさまカフェ 小浜市遠敷76-21（ふるさと茶屋「清右ヱ門」） ② 毎月第３火曜日 10：00～12：00 100円

オレンジカフェ 平成27年6月 介護サービス施設・事業者 ＮＰＯ法人和が家 大野市中据52-6-8 ① 毎月第３金曜日 13：00～15：00 100円

結のカフェ 平成28年7月 介護サービス施設・事業者 県民生協大野きらめき 大野市天神町3-21 ① 毎月第２日曜日 9：30～12：00 100円

和らぎカフェ 令和2年6月 介護サービス施設・事業者 大野和光園 大野市篠座79-11 ① 毎月第４日曜日 13：00～15：30 100円

つながるカフェ 平成27年10月 市町村 地域包括支援センター 勝山市元町1丁目7-28（かつやまサンプラザ） ② 月１回　水曜日 10：00～11：30 無料

家族向け認知症カフェ 平成30年6月 市町村 地域包括支援センター 勝山市郡町1丁目1-50（すこやか） ③ 月１回 13:30～15:00 無料

花カフェ 平成30年4月 その他 文殊女性部 鯖江市大野町6-8-1（片上公民館） ② 毎週金曜日 13：00～15：00 無料

うきうきサロン 平成30年10月 介護サービス施設・事業者 福井県民生活協同組合 鯖江市小黒町3丁目10-21（県民せいきょうきらめき） ① 第２水曜日 12：30～13：30 無料

オレンジカフェうたおう会 令和4年3月 個人 認知症サポーター 鯖江市糺町39‐33（糺コミュニティセンター） ① 第２・４金曜日 13：30～15：00 無料

わくわくカフェ色鉛筆画を描こう 令和4年2月 個人 認知症サポーター 鯖江市糺町17-100（糺集会場） ① 第１・３土曜日 13：30～15：00 100円

行こっさ！原カフェ 令和4年8月 地域包括支援センター 鯖江東地域包括支援センター 鯖江市中野町257-20（中野町原ふれあい会館） ① 第2火曜日・第4土曜日 13：30～15：30 無料

オレンジカフェいっぷくしてきねの 令和4年11月 その他 特定非営利活動法人　小さな種・ここる 鯖江市桜町2丁目7-1嚮陽会館（Café＆lunchここる） ② 第2水曜日 14：00～16：00

400円以
上

（飲食
代）

オレンジカフェ 平成26年4月 個人 あわさか認知症キャラバン・メイト連絡協議会 あわら市清王36-20（さくらセンター） ② 毎週火曜日 13：00～16：00 100円

メロンカフェ 平成27年9月 介護サービス施設・事業者 社会福祉法人緑進会　湯の町メロン苑 二面温泉区民館（二面温泉薬師堂敷地内） ②
毎月第３土曜日
コロナで休止中

13：30～16：30 100円

てまり茶屋 平成26年11月 医療機関 野尻医院 越前市平出1丁目12-37 ② 毎週月曜日～金曜日 10：00～15：00 200円

認知症カフェ　こころ 平成26年9月 医療機関 月岡医院 越前市本多1丁目10-18 ① 第２・４木曜日 14：00～17：00 100円

①越前市丹生郷町13-20-1 ①第４火曜日 ①10：00～12：00

②越前市家久町74-34-11 ②第２金曜日 ②13：30～15：30

③越前市芝原5丁目3-8 ③第３木曜日 ③10：00～12：00

ほっとコミュニティカフェ 平成28年5月 介護サービス施設・事業者 株式会社ほっとリハビリシステムズ 越前市髙木町55-11-18 ① 第２・４水曜日 14：00～17：00 100円

ひなたぼっこ茶屋たんぽぽ 平成28年6月 介護サービス施設・事業者 いまだて ファミリーサポートひなたぼっこ 越前市粟田部町68-3 ② 火曜日（変則的） 10：00～14：00 100円

元気カフェ　万葉 令和４年４月 個人 髙橋　幸陽美 池泉町２２号１番地の１３ ② 第1・3土曜日 13：00～16：00 100円

オレンジカフェたかぼこ 平成28年4月 その他
キャラバン・メイト
たかむくのまちづくり協議会

坂井市丸岡町西里丸岡12−21-1（高椋コミュニティセンター） ②
毎月第１・３水曜日

（TEL：090-8265-9020　西岡）
13：30～15：00 100円

あじさいCafé 令和元年7月 介護サービス施設・事業所 白楽荘 坂井市三国町中央1-1-15（あじさい園居宅介護支援事業所） ② 毎月第２土曜日 10：00～12：00 100円

よりみちCafé 令和2年6月 医療機関 春江病院 坂井市春江町針原65-7 ② 毎月第２・４水曜日 14：00～16：00 100円

認知症カフェ茶ま 平成30年2月 個人 勝山　智恵子 永平寺町松岡薬師1丁目124 ② 毎月第１・３水曜日 13：30～16：00 300円

えきなかカフェ 平成30年10月 個人 ほほえみグループ代表　清水　順子 永平寺町東古市10-14-2 ② 毎月第２・４木曜日 13：00～16：00 100円

池田町 1 ほっとカフェ 令和2年1月 市町村 地域包括支援センター 池田町薮田5-3-1 ② 毎月第３金曜日 9：30～11：30 無料

caféえん 平成28年7月 介護サービス施設・事業者 地域密着型施設「こうの」 南越前町河野29-5-6 ①
コロナのため、施設内での開催
は休止中。R4年10月より地域で

年4回予定（水曜午後）
13：30～15：30 200円

なごみカフェ　神久 令和3年8月 介護サービス施設・事業者 神谷　幸保 南越前町今庄115-3-3 ① 大雨災害のため休止中 13：30～15：30 200円

カフェ　ほのぼの 令和3年11月 介護サービス施設・事業者 中村　正直 南越前町鋳物師5-10-1 ①
コロナのため休止中。R4年10月
より年4回（土曜午前）予定

10：30～12：30 200円

カフェひだまり 平成26年7月 介護サービス施設・事業者 社会福祉法人織田やすらぎ会 越前町織田83-24-1 ② 毎週火曜日※コロナで休止中 10：00～12：00 100円

はなみずきCAFÉ 平成28年12月 介護サービス施設・事業者 社会福祉法人敬老会 越前町小曽原75-35 ①
約３か月に１回　水曜日（不定

期）※コロナで休止中
14：00～15：00 無料

いっぷく会 平成28年4月 個人 ボランティアグループ 越前町梅浦５８－１７ ② 毎週水曜日 14：00～17：00 100円

えがお朝日 平成29年9月 個人 時田　香代子 朝日地区公民館 ② 毎週水曜日 9：30～12：00 100円

オレンジカフェ 　平成25年4月 個人 田辺　初穂 美浜町河原市53-21 ③ 第３土曜日※コロナで休止中 10：00～16：00 200円

ひまわりカフェ 平成27年5月 その他 妙寿寺 美浜町興道寺34-19（妙寿寺） ② 第１月曜日※コロナで休止中 13：30～15：30 100円

おしゃべりカフェ 平成29年5月 その他 仏教婦人会(ボランティア) 美浜町南市9-13-3（美浜文化会館） ② 第２火曜日※コロナで休止中 13：30～15：30 100円

さわやかカフェ 平成30年5月 市町村 地域包括支援センター 美浜町河原市17-5(Aコープ内) ② 第２・第４水曜日※コロナで休止中 13：00～15：00 100円

なかよしカフェ 平成30年3月 その他 三宅　宏 美浜町大藪43 ② 毎月第４土曜日 13：30～15：30 100円

介護家族の会(オレンジカフェ) 平成27年4月 地域包括支援センター 高浜町 高浜町和田117-68 ③ ３か月に１回 13：30～15：00 無料

にっこり会 平成30年12月 地域包括支援センター おおい町 おおい町本郷92-51-1 ③ ２か月に１回 13：30～15：30 無料

ものわすれカフェ 令和元年6月 介護家族会 事務局　おおい町社会福祉協議会 事務局　おおい町名田庄下6-1 ③ 月１回程度 13：30～15：30 100円

ケアメンクラブの会 平成25年7月 個人 ボランティア 若狭町岩屋61-35（障害者就労施設アイハート） ② ※コロナで休止中 不定 1,000円

オレンジカフェ 平成29年7月 ボランティア団体 オレンジカフェ運営協議会 若狭町市場20-17（若狭町歴史文化館） ② ※コロナで休止中 10：00～12：00 100円

17市町 52か所

※　認知症カフェのタイプ
　　　　①情報提供や学びを主たる目的としたタイプ
              例）カフェスタイルでのミニ講話が用意されていたり、専門職等からの情報提供がされている。
　　　　②特にプログラムは用意されていない居場所を主たる目的としたタイプ
              例）特にプログラムなどはなく、場合によっては自由な時間の枠の中で開催され、その中で専門職による相談なども行われている。
　　　　③家族と本人のピアサポートを主たる目的としたタイプ
　　　　　　　例）地域住民はあまり参加せずリラックスした雰囲気で当事者同士や家族介護者同士の話し合いや相談などが行われている。
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4

敦賀市東洋町4-1（敦賀市福祉総合センター「あいあいプラザ」）他市町村 敦賀市 ①

大野市 3

平成27年11月

敦賀市

美浜町 5

無料

②平成23年12月 介護サービス施設・事業者 福井県民生活協同組合
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鯖江市 


