
認知症カフェ一覧

　※詳細については、直接、各問い合わせ先までお願いします。 （令和２年３月31日時点）

市町村 名称 住所 開催日時 主な内容 参加費 問合せ先(組織名・電話番号)

東大宮オレンジカフェ 宮崎市東大宮地区内
第２水曜日
13：30～15：30

ご本人と家族を含めた語り合いやレクリエーション 100円/回
認知症地域支援推進員
電話　0985-23-5539

オレンジカフェ小松台 宮崎市小松台西2丁目12-1
第３水曜日
13：30～15：30

ご本人と家族を含めた語り合いやレクリエーション 100円/回
認知症地域支援推進員
電話　0985-64-8585

北地区やっ茶話会 宮崎市大字大瀬町3190番地
第１・３木曜日
10：00～12：00

茶話会、講話 100円/回
芳生苑
電話　0985-41-3001

オレンジカフェポルカ・ドット 宮崎市川原町7-21
第１・３水曜日
13：30～15：30

茶話会、レクリエーション 300円/回 電話　090-7389-1192

オレンジカフェ大塚 宮崎市大塚町大迫南平4453-1
第２・４金曜日
13：30～15：30

ご本人と家族を含めた語り合いやレクリエーション 200円/回 電話　090-7389-1192

オレンジカフェひまわり 宮崎市学園木花台桜1丁目15番地15
第2・4木曜日
13：30～15：30

茶話会、レクレーション、地域住民等と交流 100円/回
木花・青島地区地域包括支援センター
電話　0985-63-8111

オレンジカフェたかおか 宮崎市高岡町五町190番地
毎週木曜日
13:30～15:30
※年末年始、祝祭日は除く

アロマセラピー、囲碁、将棋、地域の子供との交流等 100円/回
信愛会
電話　0985-82-5132

オレンジカフェ和知川原 宮崎市和知川原1丁目74（和知川原公民館）
第2･4木曜日
13:30～15:30

茶話会等 200円/回
宮崎医療生協　グループホームにじの樹
電話　0985－35－6022

ほっこりカフェ
宮崎市田野町甲2877-7
手づくり珈琲の店　豆蔵内

第２木曜日
14：00～15：00

ご本人と家族を含めた語り合いやレクリエーション 200円/回
田野地区地域包括支援センター
電話　0985-86-5115

オレンジカフェおとみさん
宮崎市大字富吉2139－2
小規模多機能居宅介護とみよし内

第2・4水曜日
10：00～13：00

ご本人と家族を含めた語り合いやレクリエーション
昼食代300円
お茶・コーヒー　100円

小規模多機能居宅介護とみよし
電話　0985－30－4567

大塚台オレンジカフェ
宮崎市大塚台西2丁目1－4
大塚台中央公民館（ふれあいルームロハス）内

第1木曜日
13：30～15：00

おしゃべり、脳トレ、体操等 コーヒー100円
大塚台・生目台地区地域包括支援センター

電話　0985－62－3671

だんだんカフェ 宮崎市大字恒久5567番地
第４金曜日
13:30～15:00

医師やケアマネとの座談会
リラクゼーション・脳トレ
在宅介護の相談

無料
野崎病院
電話　0985-51-3111

オレンジカフェうりくら 宮崎市大字瓜生野字長田六田2230-1
毎週木曜日
10：00～13：00

麻雀、手工芸、散歩
コーヒー・おやつセット　100円
お弁当 　300円

デイサービス　アローズ
電話　0985-55-0786

オレンジカフェすみよし 宮崎市大字島之内7402-1
毎週木曜日
10：00～13：00

井戸端会議、脳トレ
お茶・コーヒー　100円
（昼食　300円）

住吉けいめい館
電話　0985-89-0201

オレンジカフェ古旧庵 宮崎市宮崎駅東1－1－25
毎月第１木曜日
13：00～16：00

茶話会（昔懐かしい生活用品等がいっぱいで、みんなで楽しく会話） 200円/回
認知症の人と家族の会 宮崎県支部
電話　0985-22-3803

オレンジカフェみやこんじょ 都城市都北町5531番
毎週水・金曜日
10：00～15：00

茶話会、カラオケ、こけない体操、パソコン教室等
200円/回
（昼食　300円）

電話　0986-38-8033

わらいのひろば 都城市豊満町1440番地1
毎月第2・第4日曜
日
変更の場合あり

座談会、趣味活動等 無料
電話　0986-77－6659
または0986-39－3710

ゆったりカフェ郡元 都城市郡元１丁目９番地５
第１日曜日
14:00～16:00

茶話会、趣味活動等 200円/回 電話　0986-22-6930

きらくえん 都城市都原町１１番地５
第３木曜日
14:00～16:00

茶話会、趣味活動等 200円/回 電話　080-4292-4287

寄り合いどころ　福八 都城市高城町大井手５１３番地
火～土曜日
10:00～17:00

茶話会、趣味活動等 無料　飲み物代として100円 電話　090-9408-9145

びゅうカフェ・こんね 延岡市別府町４０６７
第４木曜日
10:00～12:00

認知症の方やそのご家族たちの交流。近隣地域住民や児童等の多世代
交流。

200円/回
びゅうカフェ・こんね代表
0982-34-0090

立ち寄り所 延岡市無鹿町１丁目３３３０－５
第２、第４木曜日
10:00～12:00

健康相談、血圧測定 無料
東海地域包括支援センター
電話　0982-32-5677

オレンジカフェ 延岡市片田町２９１５－１０
第３月曜日
13：30～15：30

交流、相談、レクレーション、講話、認知症予防トレーニング 200円/回
NPO法人　ゆめの木
0982-27-2935

日南市 オレンジカフェつわぶき 日南市飫肥６丁目５番１８号
月に２回第２土曜
日、第４木曜日

地域住民、認知症の方、家族誰でも自由に参加出来る「憩いの場」で
す。

200円（参加費） 電話  0987-25-0408

宮崎市

都城市

延岡市



市町村 名称 住所 開催日時 主な内容 参加費 問合せ先(組織名・電話番号)

オレンジカフェ(ひまわりの会)
細野小学校

小林市細野3921番地
（細野小学校）

第２水曜日
10：00～11：30

100円

オレンジカフェ(ひまわりの会)
細野団地

小林市細野4472番地1
（細野団地集会所）

第３水曜日
10：00～11：30

100円

オレンジカフェ(ひまわりの会)
慈敬園

小林市駅南296番地
（慈敬園）

第４水曜日
10：00～11：30

100円

オレンジカフェ永田館
小林市須木下田1244番地1
（永田館）

第１・３水曜日
10：00～11：30

基本無料

須まいる木っ茶
小林市須木中原1741番地1
（須木総合ふるさとセンター）

第４水曜日
10：30～12：00

基本100円

カフェよらんね紙屋 小林市紙屋 不定期開催 無料
のじり地域包括支援センター
電話　0984-44-2271

カフェよらんね野尻
小林市東麓1167番地2
（茶のん場「ふもと」NOSAI跡）

第４水曜日
14：00～15：30

無料
のじり地域包括支援センター
電話　0984-44-2271

カフェよらんね三ケ野山
小林市野尻三ケ野山
（野尻町いきいきコミュニティセンター）

第４木曜日
10：30～12：00

無料
のじり地域包括支援センター
電話　0984-44-2271

なかむらさんの家 日向市亀崎西2-141(なかむら内科循環器科)
第３火曜日
13:30～15:30

入船のつどい 日向市美々津町2782（美々津老人福祉センター）
奇数月第３金曜日
13:00～15:00

ひろみの庭 日向市大字富高３５４（広見公民館）
第３木曜日
13:30～15:30

ひなた 日向市大字日知屋古田町61-1イオン日向店
第４火曜日
13:30～15:30

ほぉ～っとカフェ珈呑（かの
ん）

日向市大字財光寺往還町４８－２
第２金曜日、第４
木曜
10:00～12:00

100円（参加費　任意）

西都市
オレンジカフェ
ホッと・ハート in さいと

西都市妻町２丁目５３番地（ふりーすぺーすうからや）
通常毎月第４木曜
日
13：30～15：00

認知症の方や家族、地域住民の交流（茶話会、講話、ボランティアに
よる催し等）

無料

西都市北地区地域包括支援センター
電話　0983-32-9595
西都市南地区地域包括支援センター
電話　0983-41-0511

よかとこ 国際交流センター
 第３水曜日
午前9:30～11：30

認知症の方や家族、地域住民の交流（茶話会・相談・レクリエーショ
ン・ボランティア等による催し物等）

100円/回
えびの市役所介護保険課地域包括支援センター
電話　0984-35-1112

カフェ　あおい
えびの市大字原田２１５３番地６
（グループホームあおい（葵））

不定期開催 健康チェック、相談、運動レク、ボランティアによる催し 100円程度/回
医療法人武雄会　グループホームあおい（葵）
電話　0984-25-3778

百歳体操コラボカフェ 市内の百歳体操を実施している６３会場
百歳体操時間に合
わせて開催

百歳体操の体操の終了後に回想法などを行った。 無料
えびの市役所介護保険課地域包括支援センター
電話　0984-35-1112

オレンジカフェたかはい　上麓 高原町大字広原4952番地159
第4火曜日
10:00～12:00

認知症の方や家族、地域住民の交流 100円
高原町地域包括支援センター
電話　0984-42-2581

オレンジカフェたかはい　さの 高原町大字蒲牟田5772番地
第3水曜日
14:00～16:00

認知症の方や家族、地域住民の交流 100円
高原町地域包括支援センター
電話　0984-42-2581

くにとみほっとカフェ 老人福祉センターやちよ荘
第３金曜日
10：00～12：00

地域住民の交流（茶話会・相談・レクリエーション・ボランティア等
による催し物・軽食提供・パンの販売等）

無料
国富町地域包括支援センター
電話　0985-30-6661

太田原カフェ転ばん塾 国富町太田原　太田原公民館
第２木曜日
9：00～11：00

介護予防体操、もの忘れ予防、脳トレ等 100円
けいめい会
電話　0985-36-6464

オレンジカフェくにとみ 国富町岩知野　岩知野公民館
第3水曜日
10：00～12：00

もの忘れ予防、脳トレ等 無料
サンフローラみやざき
電話　0985-75-2020

クリスタルカフェ
国富町大字本庄4580番地9
ほっとひといきCrystal

第４金曜日
10：00～12：00

地域住民の交流（茶話会・相談等） 300円
国富町社会福祉協議会
電話　0985-75-6267

日向市

小林市地域包括支援センター
電話　0984-25-0707

小林市社会福祉協議会須木支所
電話　0984-48-2073

本人や家族を含めた語り合い・相談支援

無料
日向市社会福祉協議会
電話　0982-52-2572

小林市
地域住民、認知症の方とその家族などの交流の場
（茶話会やレクリエーションなど）

えびの市

高原町

国富町



市町村 名称 住所 開催日時 主な内容 参加費 問合せ先(組織名・電話番号)

綾町 オレンジカフェ綾
綾町大字北俣26-7
綾慶明会在宅介護支援センター　内

毎週火曜日
10：00～13：00

福祉相談・そば打ち・囲碁将棋麻雀・書道・パッチワーク等
昼食代300円
お茶・コーヒー　100円

電話　080-2702-3928

オレンジカフェはまぼう 高鍋町大字蚊口浦１－２０　ぐらんま茶寮（さりお）
第４木曜日
13:30～15:30

認知症の方や家族・地域住民の語り合いや交流、専門職による相談支
援

200円／回

スイカサロン 東平原公民館
第２火曜日
13:30～15:00

地域住民の交流及び認知症の方や家族との交流の場、語り合いの場。 無料

オレンジカフェうたごえ 高鍋町大字上江８３５０　和こころ笹舟
第２木曜日
14：00～15：３0

認知症の方や家族・地域住民の語り合いや交流、音楽で脳を活性化 300円/回

新富町 オレンジカフェ 新富町大字上富田7485番地14
第２・４金曜日
10：00～11：30

茶話会、将棋、軽い体操、脳トレ 100円/回 電話 0983-33-2094

大久保さろん 川南町大字川南９３７８番地３
月に1回
13:30～15：00

介護相談、介護者のつどい、地域ふれあいの場 100円
特定非営利活動法人ゆうあい川南
電話　0983－27－3741

平田郷カフェ 川南町松原　　松原公民館
第３金曜日
10:00～12:00
13:00～16:00

認知症相談会、カラオケ、おしゃべり会、地域の交流の場 無料
松原協力会
電話　0983-27-3229（代表：日高）

オレンジカフェ暖 川南町大字川南２６１９７番地１　音楽カフェ「暖」
第４水曜日
14：00～16：00

専門職による相談会、茶話会、演奏会、レクリエーション 300円
音楽カフェ「暖」
電話　090-3574-9216

都農町 オレンジカフェ　つの茶屋 各地区公民館（地区巡回型）
不定期開催
お問い合わせ下
さい。

介護相談、認知症高齢者やその家族、地域住民との交流の場、茶話
会やレクレーション

100円 都農町役場福祉課　電話　0983-25-5714

オレンジカフェ「いぶき」 門川町東栄町2-2-1（こばる別館 （樋口病院跡））
毎週木曜日
10時～12時

健康チェック（血圧チェック・健康相談など）、おしゃべり、カラオ
ケ、脳トレなど
毎月第１木曜日は歌声喫茶

200円/回
小規模多機能ホームこばる
電話　0982-63-7771

オレンジカフェ「ひらじょう」 門川町平城東１１番５号（スーパー平城）
第１、第３木曜日
13時～15時

健康チェック（血圧チェック・健康相談など）、おしゃべり、カラオ
ケ、脳トレなど
毎月第１木曜日は歌声喫茶

100円/回
小規模多機能ホームこばる
電話　0982-63-7771

椎葉村 なかよし会 椎葉村大字下福良１７６１番地１
毎週月曜日
9:00～14:00

認知症高齢者やそのご家族の他家族介護をされている方たちの交流、
相談の場

無料
椎葉村地域包括支援センター
電話　0982-68-7513

オレンジカフェ「ひなたぼっ
こ」

美郷町西郷田代1663番地（デイサービスセンター梅香園横） 第３木曜日
認知症の方や家族・地域住民の語り合いや交流、専門職による相談支
援

無料
美郷町社会福祉協議会　安心生活支援センター
電話：0982-66-2640

オレンジカフェ 美郷町南郷上渡川3057番地（グループホーム神話の里） 第３水曜日
認知症高齢者の方や家族、地域住民の交流（茶話会・相談・レクリ
エーション・ボランティア等による催し物等）

200円/回
グループホーム神話の里
電話：0982-56-9110

高千穂町
認知症家族の会
「ふじ光（あかり）の会」

高千穂町大字三田井435-1（保健センター　2階）
第3金曜日
10:00～12:00

認知症の方の家族介護者同士の座談会や勉強会
認知症の方とともにリフレッシュバスツアー交流

無料（リフレッシュツアー
時の昼食代や材料費は実費
あり）

高千穂町地域包括支援センター
電話：0982-72-6900

日之影町 おれんじカフェ 日之影町大字岩井川3323番地2
月に１回
9時30分～12時

茶話会、体操、レクレーション、カラオケ、創作など
250円/回

日之影町地域包括支援センター
電話　　0982-87-2741

五ヶ瀬町 おれんじカフェ
五ヶ瀬町大字三ヶ所１０７２５番地５
（五ヶ瀬町社会福祉協議会）

第4木曜日
10:00～12:00
※祝祭日は除く

認知症高齢者やそのご家族の他家族介護をされている方たちの交流、
相談の場

無料
五ヶ瀬町地域包括支援センター
電話　0982-82-1248

美郷町

門川町

高鍋町
高鍋町地域包括支援センター
電話　0983-32-6600

川南町


