
県内を１５の地域に分けて掲載しています。お探しの地域をご覧ください。

市町村名 カフェの名称 開　催　日 時　　間 開　催　場　所 住　　　所 運営主体 連絡先

北九州市
オレンジカフェ
和(なごみ)

月2回第1・第3木曜日 14:00～16:00
特別養護老人ホーム
松和園

北九州市門司区大字畑335番地 特別養護老人ホーム松和園 093-481-5161

北九州市
サポートセンター門司
「かいごサロン」

月1回第３火曜日 14:00～15:30
特別養護老人ホーム
サポートセンター門司

北九州市門司区松原一丁目3-8
特別養護老人ホーム
サポートセンター門司

093-382-1117

北九州市 café　和月 週2回　火・金曜日 14:00～16:00
認知症対応型通所介護
デイサービスみろく

北九州市門司区伊川1739-1
認知症対応型通所介護
デイサービスみろく

093-483-1663

北九州市 だいなんオレンジカフェ 月1回（要問合せ） 10:00～12:00 大里南公民館別館 北九州市門司区原町別院15-3 個人 093-382-0170

北九州市 古賀珈琲 週１回(不定期) 14:00～16:00
住宅型有料老人ホーム
らくらす浅野２F
地域交流センター

北九州市小倉北区浅野三丁目1-3
住宅型有料老人ホーム
らくらす浅野

093-512-0752

北九州市 井戸端カフェ　蛍 月1回第２日曜日 14:00～16:00
デイサービスセンター
コーラス

北九州市小倉北区熊谷四丁目1-6
医療法人心愛
グループホームリズム

093-571-0640

北九州市
遊ビリテーション
カフェ都の杜

3カ月に1回第2日曜日 13:30～15:30
デイサービスセンター
都の杜

北九州市小倉北区都1-12-12 デイサービスセンター 都の杜 093-967-8574

北九州市
オレンジカフェ
はなそらサロン

月1回第３土曜日
(7・8・1・2月お休み)

12:00～14:30
小規模共生型デイサービス
はなそらの家

北九州市小倉南区朽網西五丁目11-6
小規模共生型デイサービス
はなそらの家

093-472-1155

北九州市 オレンジカフェももや 毎週木曜日 11:00～12:00
通所介護 和楽庵内
コミュニティスペース「百
屋」

北九州市小倉南区志井六丁目23-8
通所介護　和楽庵
コミュニティスペース「百屋」

070-6594-7706

北九州市 いきいき体操カフェ 月１回不定期 14:00～16:00
小規模多機能型居宅介護
こもれびサロン

北九州市小倉南区蜷田若園三丁目3-24
小規模多機能型居宅介護こもれび
サロン「いきいき体操カフェ」

093-932-7575

北九州市 守恒台をたのしむ会 月2回第１・第３木曜日 10:30～15:00 守恒台集会所 北九州市小倉南区上石田二丁目18-12 個人 093-962-2822

北九州市 カフェ・元気広場 月2回第1・第3水曜日 14:00～16:00
特別養護老人ホーム
宏和苑

北九州市小倉南区守恒本町二丁目19-2 特別養護老人ホーム 宏和苑 093-961-5008

北九州市 オレンジカフェひだまり 月1回第1日曜日 11:00～14:00
ふれあい家族
デイサービスセンター能行

北九州市小倉南区長行西1-3-23 個人 093-451-1695

北九州市 ニリエテラスカフェ 毎月１回　不定期 10:00～12:00
認知症対応型通所介護
ニリエテラスケア ちえずむ

北九州市小倉南区長野東町5-33
認知症対応型通所介護
ニリエテラスケア ちえずむ

093-383-9230

北九州市 メモリーカフェ 月1回第２土曜日 10:30～12:00
コミュニティーハウス
けやき

北九州市若松区原町16-11 ケアプランサービス けやき 093-751-1922

北九州市 井戸端カフェ　白川 月1回第３火曜日 14:00～16:00
グループホーム
ビートルズ

北九州市八幡東区白川町7番43号 グループホーム ビートルズ 093-663-8880

北九州市 八薬カフェ 毎週月～金曜日 11:00～16:00 健康医療福祉研修会館 北九州市八幡東区尾倉二丁目6-22 公益社団法人 八幡薬剤師会 093-661-1166

北九州市 なでしこカフェ
月2回第2・第４月曜
日
（祝日は休み）

14:00～16:00
介護老人保健施設
済生会くれたけ荘

北九州市八幡東区中尾一丁目22-18
介護老人保健施設
済生会くれたけ荘

093-653-1121

北九州市 カフェＤＥいきいき ６ヶ月に1回　不定期 13:30～15:00
いきいき良花居
・いきいき倶楽部

北九州市八幡西区東折尾町16-10
小規模多機能型居宅介護
いきいき倶楽部

093-692-5600

北九州市 オレンジカフェ・おりお 月1回第２水曜日 11:00～15:00
レンタルスペース
ミューズ

北九州市八幡西区折尾4-10-1
NPO法人
老いを支える北九州家族の会

093-882-5599

北九州市 ヨゼフCafé 2ヶ月に1回（偶数月） 14:30～16:00
グループホーム
聖ヨゼフの園

北九州市八幡西区鷹見台一丁目4-17 グループホーム 聖ヨゼフの園 093-603-8110

北九州市
黒崎まちなか
オレンジカフェ

月1回第３火曜日 10:00～16:00 黒崎カムズ一番街 北九州市八幡西区熊手二丁目1-2 社会福祉法人　 もやい聖友会 093-631-2100

北九州市
悠悠
よりあいサロン

6ヶ月に1回（不定期） 12:00～14:00
生活介護
和みの家　悠悠

北九州市戸畑区椎ﾉ木町10-11-15 生活介護 和みの家　悠悠 093-616-6651

北九州市
くつろぎスペース
メモリーカフェ・オン

毎週月～金曜日
（土.日.祝日 ・ お盆
   ・ 年末年始は休み）

12:30～16:00 中本町ビル１階 北九州市戸畑区中本町3-10
医療法人藤誠会
メモリーカフェ・オン

093-873-0860

北九州市 カフェ・アイリス 月1回　第 3 日曜日 10:00～11:30 明治町デイサービスセンター 北九州市戸畑区明治町10-18
住宅型有料老人ホーム
サンセリテ明治町

093-871-3711

北九州市 カフェ・オレンジ 毎日（盆・年末年始休） 10:00～18:00
認知症支援・介護予防セン
ター

北九州市小倉北区馬借一丁目7-1 北九州市 093-522-8740

福岡県内　認知症カフェ一覧（令和３年３月末現在）

①北九州市



福岡県内　認知症カフェ一覧（令和３年３月末現在）

市町村名 カフェの名称 開　催　日 時　　間 開　催　場　所 住　　　所 運営主体 連絡先

水巻町 赤とんぼカフェ 週2回（水・金） 10:00～16:00 生協ホーム第２赤とんぼ 水巻町頃末南1-18-29 福岡県高齢者福祉生活協同組合 093-201-6627

水巻町
わくわく
カフェ＆ガーデン

毎日 9:00～17:00
水巻ライフ隣接コンテナハウ
ス

水巻町猪熊1-6-40 社会福祉法人水巻ライフ 093-202-8989

岡垣町
オレンジほっとカフェ
～つながる～

月１回第１日曜日 13:30～16:00 高倉苑 岡垣町公園通り1-7-1 医療法人　成晴会 093-282-5167

岡垣町
オレンジカフェ
～よりあい処～

月１回第３日曜日 13:30～15:30 あゆみの里 岡垣町鍋田2-1-6
指定介護老人福祉施設　あゆ
みの里

093-281-2223

岡垣町 オレンジカフェ天狗屋 月１回第２金曜日 13:30～15:30 岡垣町吉木西1-1-5 ボランティア 093-282-9397

岡垣町 ふれ愛カフェ 月１回第２日曜日 13:00～15:30 ふれ愛の郷 岡垣町野間南4-7 社会福祉法人　日本傷痍者更生会 093-281-5535

岡垣町
オレンジカフェ
ひなたぼっこ

月１回第３土曜日 13:30～15:30 岡垣町吉木西1-1-5内浦592 ボランティア
093-282-4270

090-9600-4270

岡垣町
くつろぎCafé
みかんの木

月～金曜日（祝日除く） 10:00～16:00 岡垣町中央台2-7-26 合同会社A＆U
093-282-9343

080-4470-9991

岡垣町
オレンジカフェ
おしゃべり会

月１回第１火曜日 13:00～15:00 岡垣町東山田1-18-4 ボランティア 093-282-4797

岡垣町 グリーンカフェ 月１回第１日曜日 13:00～15:00 南高陽区公民館 岡垣町南高陽12-6 ボランティア 090-5733-1696

市町村名 カフェの名称 開　催　日 時　　間 開　催　場　所 住　　　所 運営主体 連絡先

行橋市 オレンジカフェ咲楽 毎週火・金 10:00～15:30 老人いこいの家 行橋市道場寺1446-25 ＮＰＯ法人たすけ愛京築 23-2370

行橋市 カフェここ！！ 毎月第３土曜日 10:30～13:00 横浜宅 行橋市稲童2171-67 住民ボランティア 090-7473-5078

行橋市 いずみカフェ 毎月第３木曜日 10:00～12:00 泉高齢者相談支援センター 行橋市東泉5-1-19 泉高齢者相談支援センター 23-6000

行橋市 カフェ　よかとこ 毎月第２土曜日 10:00～12:00 高野宅 行橋市今井2998-1 住民ボランティア 22-1010
(今元高齢者相談支援ｾﾝﾀｰ)

行橋市 にこにこカフェ 毎月第３火曜日 10:00～12:00 にこにｺﾐｭﾆﾃｨｰ広場 行橋市大橋3-4-15 行橋高齢者相談支援センター 23-8222

豊前市
オレンジカフェ
やまだ

月1回第2水曜日 11:00～13:00 山田公民館 豊前市大字四郎丸263
(社福)周防学園
老人保健施設ほうらい山荘

0979-83-1155

苅田町 カフェさくら 毎月第２土曜日 10:30～12:00 苅田町総合保健福祉センター 苅田町幸町6番地91 苅田町介護を考える会「なの花」 093-434-3641

みやこ町 オレンジカフェ
月1回
第4月曜日

10:00～15:00
みやこ町役場 本庁 別館
介護予防教室

みやこ町勝山上田960番地 みやこ町 0930-32-3377

吉富町 あいあい喫茶 月2階木曜日 10:00～18:00 吉富町老人福祉センター 吉富町大字広津641-1 地域包括支援センター 0979-26-1192

築上町
オレンジカフェ
「きづき」

毎週木曜日 10:00～15:00
築上町農業公園管理棟
（アグリパーク）

築上町大字湊1292番地
ＮＰＯ法人
しいだコミュニティ倶楽部
（町より法人に運営委託）

0930-56-0075

②遠賀・中間地域

③京築地域



福岡県内　認知症カフェ一覧（令和３年３月末現在）

市町村名 カフェの名称 開　催　日 時　　間 開　催　場　所 住　　　所 運営主体 連絡先

福岡市 しろうおカフェおれんじ 毎月第4土曜日 14:00～16:00 多々良公民館 東区多々良1-56-2 ひがしかぜの会 092-691-5089

福岡市 ゆいてらすカフェ
月1回　第1水曜日
祝日の場合は変更あり

13:00～15:00
Hara communication space
「Yui TERAS ゆいてらす」

東区土井1-21-1  ｻﾝｺｰﾋﾞﾙ1階 元気100倶楽部 092-691-6531

福岡市 ファニーズカフェ 毎月第3土曜日 14:00～16:00 グランドホームサンケア和白 東区和白2-16-3 I.O会地域サポートチーム 092-605-1028

福岡市 ひまわりカフェ 毎月第３木曜日 14:00～16:00
おくだクリニック
デイケアルーム

東区千早2-4-18 医療法人　福香会 092-672-8247

福岡市 カフェウイング 毎月第３火曜日 10:00～12:00
グループホームウイング
多目的室

東区原田4-16-1 有限会社　涼風 092-629-5100

福岡市 わ音ひまつぶしサロン 毎週木・土曜日 14:00～16:00 わ音ひまつぶしサロン 東区三苫5-1-2 一般社団法人いきがいづくり福岡 092-710-8666

福岡市 長生園オレンジカフェ 月１回 14:00～15:30 老人福祉センター長生園 博多区千代1-1-42 長生園 092-641-0903

福岡市
若年性認知症カフェ
なんぱく

毎月第３金曜日 13:00～15:00
日本福音ルーテル
博多教会南博ホール

博多区須崎町3-9 若年性認知症カフェなんぱく 092-771-8595

福岡市 けあかふぇ那珂 毎月第2木曜日 13:30～15:30
小規模多機能ホーム
ふぁみりー那珂

博多区那珂3-14-6 
那珂３丁目町内会
（ふぁみりー那珂共催）

092-483-2335

福岡市 ユトリアカフェ 毎月１日 13:00～15:00
ユトリア博多
2階地域交流室

博多区博多駅南3-4-36
社会福祉法人
シティケアサービス

092-260-1502

福岡市 ○(まる）カフェ 毎月第４火曜日　 13:30～15:30 南当仁公民館 中央区今川2-11-15 オレンジボランティア 092-741-9053

福岡市
すまいるカフェ
＠そうごう
そうごう薬局 天神中央店

第3土曜日
( 偶数月 )

14:00～16:00 そうごう薬局　天神中央店
中央区天神1-3-38
(天神121ﾋﾞﾙ1F)

総合メディカル株式会社 092-713-7061

福岡市 ビハーラ　カフェ 月１回 13:30～15:30 ケアハウス　ビハーラ今泉 中央区今泉1-18-15 ケアハウス　ビハーラ今泉 092-738-1113

福岡市
オレンジカフェ
西高ゆるり

毎月第3木曜日 10:30～12:30
南区ふるさと体験学習館
三月田館

南区高宮1-10-16 新オレンジの会
orange.cafe100

　　@docomonet.jp

福岡市 たまり場 毎月第3火曜日 13:30～15:30 ＯＳＡ５　(天使の鈴） 南区日佐5-19-24 株式会社　天使の鈴 092-588-1355

福岡市 カフェ長丘 毎月第2水曜日 13:30～15:30
介護付有料老人ホーム
生活倶楽部ウィズ長丘

南区長丘3-24-20 株式会社 西日本介護サービス 092-562-9555

福岡市 カフェ長丘Ⅱ
奇数月第3土曜日
偶数月第３水曜日

13:00～15:00 生活倶楽部ウィズ長丘Ⅱ 南区長丘3-21-5 株式会社 西日本介護サービス 092-554-8865

福岡市 カフェ長丘Ⅲ 毎月第3水曜日 13:00～15:00 生活倶楽部ウィズ長丘Ⅲ 南区長丘3-4-13 株式会社 西日本介護サービス 092-541-8800

福岡市 地域カフェ蘖（ひこばえ） 毎月第3木曜日 14:00～16:00 介護予防センターひのき 南区桧原5-1-43 医療法人　ひのき会 092-567-8800

福岡市 ほほえみカフェ 第1金曜日 10:00～12:00
ダイキョーバリュー弥永店
※R2.7月は弥永公民館
（南区弥永団地30-1）

南区柳瀬1-33-10 弥永校区社会福祉協議会 092-582-4645

福岡市 よこの手カフェ 毎月29日 13:30～15:30 横手公民館 南区横手4-24-9 横手校区社協ボランティア 092-572-5661

福岡市 つつみカフェ
月１回
(曜日不定）

10:00～16:00 堤公民館 城南区樋井川7-21-1 堤校区自治協議会ボランティア 092-863-5533

福岡市 茶山わくわくサロン 毎月第4土曜日 11:00～12:00
ケアタウン茶山
イベントスペース

城南区茶山3-9-1 地域サポーター倶楽部 090-1977-3515

福岡市 七隈カフェ
奇数月　第3火曜日
偶数月　第3日曜日

14:00～15:00 たのしい家七隈 城南区七隈7-8-15 GHたのしい家七隈 092-874-2321

福岡市 七隈の里カフェ 毎月第2水曜日 13:30～15:30 七隈の里 城南区七隈2-7-41 七隈の里 092-865-3146

福岡市 地域倶楽部Ｃａｆｅ 毎月第2水曜日 13:00～15:00
さわやかグループホーム飯倉
地域交流室

早良区飯倉4-8-7 地域倶楽部Ｃａｆｅ
FAXのみ

874-9201

福岡市 楠カフェ
毎月第2日曜日
１・８・10月は休み

11:00～15:00 デイサービスセンター 香楠荘 早良区東入部2-16-17 社会福祉法人　敬養会　香楠荘 092-803-2080

福岡市 浜カフェ100 毎月第４金曜日 13:00～15:00
シーサイドももち
クリスタージュ集会所

早良区百道浜4-2
ＮＰＯ法人
いきいき100百道浜

090-3194-4200

福岡市 百道浜いきいきカフェ
毎月第1金/3金曜日
(8月.1月.3月は1回）

13:30～16:00 百道浜公民館 早良区百道浜3-6-24 百道浜校区社会福祉協議会 092-845-5859

福岡市 かふぇもりのいえ 毎月1回日曜日 10:00～13:00
①サンシャインプラザ
②田村公民館
①.②交互開催

①早良区田村2-15-2
②早良区田村3-24-22

社会福祉法人 学而会
092-801-0417

(ｻﾝｼｬｲﾝﾌﾟﾗｻﾞ)

福岡市 ふら～っとカフェ壱岐南 毎月第1日曜日 10:00～15:00
マナハウス，
サ高住かりん，
リハモール福岡

西区戸切3-20-8 ほか ふら～っとカフェ実行委員会 092-811-5528

福岡市
もの忘れカフェ
”スマイル”

毎月第2土曜日 14:00～16:00
今宿病院デイケア”スマイル
ガーデン”　（今宿病院裏）

西区今宿2-13-8 今宿病院 092-806-0070

福岡市 ひまわりさんさん広場 奇数月最終日曜日 11:00～14:00
看護小規模多機能型居宅介護
三丁目の花や

西区今宿東2-2-10
ひまわりさんさん広場
実行委員会

092-805-8313

福岡市 いまづカフェ
奇数月　第4（第5）
水曜か木曜

13:30～15:00 今津公民館 西区今津2131-3
今津公民館
今津赤十字病院

092-806-2021

福岡市
すまいる
カフェ＠そうごう
そうごう薬局 石丸店

毎月第3土曜日
(奇数月）

14:00～16:00 そうごう薬局　石丸店 西区石丸3-7-30 総合メディカル株式会社 092-713-7061

④福岡市



福岡県内　認知症カフェ一覧（令和３年３月末現在）

市町村名 カフェの名称 開　催　日 時　　間 開　催　場　所 住　　　所 運営主体 連絡先

筑紫野市 たんぽぽカフェ 月１回第３土曜日 14:00～16:00 たんぽぽ薬局 筑紫野市筑紫7-1 市民 092-922-1608

筑紫野市 喫茶いこい 月１回第２土曜日 14:00～16:00 さわやか憩いの家 筑紫野市立明寺534-3
さわやかテラス
憩いの家二日市

092-918-3830

大野城市 カフェ悠 第３土曜日 14:00～15:30
悠生園デイサービスセンター
サテライトだんらん

大野城市中2丁目5番5号
悠生園デイサービスセンター
サテライトだんらん

092-504-7060

大野城市 ほっとカフェ 第４水曜日 13:30～15:30 悠生会地域包括ケアセンター 大野城市中2丁目3番1号 社会福祉法人悠生会 092-504-5858

大野城市 さわやかカフェ南 第２土曜日 14:00～15:00 さわやかテラス大野城 大野城市牛頸4丁目5番29号
グループホーム
さわやかテラス大野城

092-513-7511

那珂川市 忘れんぼカフェ 月1回 10:00～12:00 ねむのき青春塾 那珂川市下梶原2-6-18 那珂川福祉会 092-952-1122

那珂川市 のどかカフェ 月1回 17:30～19:00 グリーンコープ和 那珂川市片縄北3-6-18 グリーンコープ 092-951-5158

那珂川市 オレンジカフェ虹 月2回 13:30～15:30 地域福祉会館 那珂川市道善1丁目23番2 虹の会 092-952-8998

那珂川市 りんごカフェ 月1回 13:00～15:30 エフコープ那珂川店 那珂川市中原3-78
那珂川市
第1地域包括支援センター

092-408-9886

市町村名 カフェの名称 開　催　日 時　　間 開　催　場　所 住　　　所 運営主体 連絡先

須恵町 カフェぬくもりの里 月１回（第３水） 14:40～16:00
小規模多機能ホーム
ぬくもりの里

須恵町大字新原13-7 医療法人　成雅会 092-932-5881

須恵町
コミュニティカフェ
すまいる

奇数月（第3火） 14:30～16:00
ニューライフ須恵
通所リハビリテーション
Cルーム

須恵町大字旅石86-320
医療法人社団正信会
介護老人保健施設
ニューライフ須恵

092-410-2113

久山町
わくわく茶わ会
（認知症予防カフェ）

月3回（火曜日）
現在コロナ予防で中止
中

10:00～12:00 ヘルスC&Cセンター 糟屋郡久山町大字久原1822-1
久山町
（NPO法人やまぼうしに委
託）

092-976-1111

粕屋町 かすやおしゃべりカフェ 月１回　第３水曜日 15:30～16:30 駅前カフェ３Ca８さかや 粕屋町原町1-1-12 粕屋町地域包括支援センター 092-938-0229

粕屋町 かすやおしゃべりカフェ 月１回　第4火曜日 14:00～15:00 陽だまり
粕屋町駕与丁1-6-1
(ｻﾝﾚｲｸかすや内)

粕屋町地域包括支援センター 092-938-0229

市町村名 カフェの名称 開　催　日 時　　間 開　催　場　所 住　　　所 運営主体 連絡先

宗像市 オレンジカフェ 4月27日 10:00～12:00 城西ヶ丘公民館 宗像市城西ヶ丘4丁目21-1
城西ケ丘見守りボランティア
むすび愛

(代)0940-37-1300
(宗像市社会福祉協議会)

宗像市 オレンジカフェ 8月28日 10:00～12:00
障害者就労支援
丘の上の街

宗像市田久1090-83
特定非営利活動法人
丘の上の街

(代)0940-37-1300
(宗像市社会福祉協議会)

宗像市 オレンジカフェ 10月1日 10:00～12:00 メイトム宗像 宗像市久原180番地
福祉ボランティア
花いちもんめ

(代)0940-37-1300
(宗像市社会福祉協議会)

宗像市 オレンジカフェ 11月7日 10:00～12:00 城西ヶ丘公民館 宗像市城西ヶ丘4丁目21-1
城西ケ丘見守りボランティア
むすび愛

(代)0940-37-1300
(宗像市社会福祉協議会)

宗像市 オレンジカフェ 11月20日 14:00～16:00
自由ヶ丘地区
コミュニティセンター

宗像市自由ヶ丘 3-12-11 認知症サポーター協議会
(代)0940-37-1300
(宗像市社会福祉協議会)

宗像市 オレンジカフェ 1月29日 10:00～12:00
南郷地区
コミュニティセンター

宗像市野坂 2119-5
福祉ボランティア
花いちもんめ

(代)0940-37-1300
(宗像市社会福祉協議会)

宗像市 オレンジカフェ 2月26日 13:00～15:00 自由ヶ丘第３区公民館 宗像市自由ヶ丘11丁目3-18
自由ヶ丘地区福祉会
自由ヶ丘第３区サロン

(代)0940-37-1300
(宗像市社会福祉協議会)

宗像市 オレンジカフェ 3月4日 10:00～12:00
障害者就労支援
丘の上の街

宗像市田久1090-83
特定非営利活動法人
丘の上の街

(代)0940-37-1300
(宗像市社会福祉協議会)

宗像市 オレンジカフェ 3月19日 14:00～16:00 宗像高校 宗像市東郷6丁目7-1 宗像高校
(代)0940-37-1300
(宗像市社会福祉協議会)

福津市
ふくつオレンジカフェ
松風

月1回
第4水曜日

14:00～16:00
住宅型有料老人ホーム
水光松風

福津市西福間4-1-1 社会福祉法人　水光福祉会 0940-72-4186

福津市
ふくつオレンジカフェ
津屋崎

月1回
第3火曜日

13:30～15:30
まちおこしセンター津屋崎
千軒なごみ

福津市津屋崎3-17-3 津屋崎地域郷づくり推進協議会 0940-52-2122

福津市
ふくつオレンジカフェ
まる

月1回
第2金曜日

14:00～16:00 ケアプランセンターまる 福津市宮司2-13-18 株式会社カイト 0940-72-4745

⑤筑紫地域

⑥糟屋中南部地域

⑦宗像・糟屋北部地域



福岡県内　認知症カフェ一覧（令和３年３月末現在）

市町村名 カフェの名称 開　催　日 時　　間 開　催　場　所 住　　　所 運営主体 連絡先

糸島市
おこもりカフェ
岐志浜

月2回
（第1、第３土曜日）

13:20～16:20 岐志浜公民館 糸島市志摩岐志700番地1 社会福祉法人志摩会 092-328-2121
(特別養護老人ﾎｰﾑ志摩園)

糸島市
ケアラーズカフェ
みとまさん家（ち）

月2回
（２土曜日、第４月曜
日）

10:00～15:00
糸島市篠原東三丁目14番２０
号

糸島市篠原東三丁目14番20号 林　　能子
092-322-2801

(三苫)

糸島市
しのカフェ
よんなっせin中央

月2回
（第２，４土曜日）

14:00～17:00
養護老人ホーム篠原の里
（地域交流スペース）

糸島市篠原西二丁目13番13号 社会福祉法人慈愛会 092-322-2429

糸島市
み～んなの
オレンヂカフェ

月２回
（第２，４水曜日）

10:00～15:00
交流プラザ二丈館３階
（深江公民館会議室２）

糸島市二丈深江1360番地 下村　順子 090-4510-8237

糸島市 りぼん
月２回
（第２，４日曜日）

13:00～16:10
健康福祉センターあごら
（栄養指導室）

糸島市潤一丁目22番1号
ＮＰＯ法人ジネス
岡　三恵子

092-324-9688

糸島市 さくらんぼカフェ
月２回
（第２，４木曜日）

13:00～16:00 神在３区公民館 糸島市神在122番地4 医療法人社団　昭友会 092-322-2031

糸島市
みんなの
ふくよしカフェ

月２回
（第１、３水曜日）

10:00～15:00 福吉公民館 糸島市二丈吉井4017番地 藤田　ふみ枝 090-8760-7725

市町村名 カフェの名称 開　催　日 時　　間 開　催　場　所 住　　　所 運営主体 連絡先

朝倉市 ほがらかカフェ 毎月第3木曜 13:30～15:30

ほがらかディサービス
アルファ俊聖
（現在、施設工事のため
　朝倉市健康福祉館
　卑弥呼ロマンの湯にて開催）

朝倉市甘木1175-20
(朝倉市甘木198-1)

ほがらかディサービス
アルファ俊聖

0946-22-5518

筑前町 さくらかふぇ 月1回　日曜日 9:30～11:30
男女共同参画センター
「リブラ」

筑前町新町440番地 代表　倉掛　翔 0946-22-0171

市町村名 カフェの名称 開　催　日 時　　間 開　催　場　所 住　　　所 運営主体 連絡先

筑後市 ロザリーサンゴ
毎日（毎月第2火曜日
は若年性認知症家族の
会開催）

13:30～15:00 デイサービス絆 筑後市馬間田151-1
(株)パーソン
サポート絆

0942-65-7804

筑後市 さくらそうカフェ 第3金曜日 14:00～15:00
小規模多機能
さくらそう

筑後市西牟田6028-1 （社）桜園 0942-51-1002

筑後市 ぶどうの喫茶 第2日曜日 11:00～15:00
グループホーム
ぶどうの樹

筑後市久富667-3 グループホームぶどうの樹 0942-42-1600

筑後市 図書館カフェ
偶数月
最終水曜日

14:00～15:30 筑後市立図書館 筑後市山ﾉ井898 筑後市立図書館 0942-51-7200

広川町 なのはなカフェ
毎月
最終月曜日

13:30～15:30
広川町保健・福祉センター
はなやぎの里

広川町大字新代2165番地1
社会福祉法人
広川町社会福祉協議会

0943-32-1175

市町村名 カフェの名称 開　催　日 時　　間 開　催　場　所 住　　　所 運営主体 連絡先

久留米市 ほっとカフェ　中央町 平日毎日 10:00～16:00 ふれあいほーる中央町 中央町35-1
一般社団法人
久留米健康くらぶ

0942-35-0212

久留米市
オレンジかふぇ
ひかりのWA

第3日曜日 13:00～15:00
JAくるめ
デイサービスセンターひかり

篠原町4-7 JAくるめ福祉事務所 0942-33-2300

久留米市
オレンジかふぇ
とりかい

第4日曜日 11:00～13:30
JAくるめ
小規模多機能型施設とりかい
２４

梅満町911-5 JAくるめ福祉事務所 0942-46-9250

久留米市 のう力アップ教室 毎週金曜日 10:00～12:00 神代病院 北野町中川900-1 医療法人　三井会 0942ｰ78ｰ3177

久留米市 金曜カフェ 第２及び第４金曜日 12:00～15:30 久留米市総合福祉会館 長門石1-1-32
特定非営利活動法人
にこにこ会

080-3908-2940

久留米市 認知症カフェまっぴい 第４日曜日 13:30～15:30 まつおか介護医療院 安武町住吉1766 医療法人　松岡会 0942ｰ26ｰ2151

大川市 ふれあいカフェ大川荘 第１・第３日曜日 14:00～16:00
特別養護老人ホーム
大川荘　デイルーム

大川市大字大野島857-1 社会福祉法人鶴唳会 0944-89-2500

大川市 三又げんき塾 第１・第３月曜日 13:30～15:30 三又あじ彩館内 大川市大字鐘ヶ江247-1 社会福祉法人道海永寿会 0944-88-1010

大川市 ハッピーカフェ 第２・第４月曜日 14:00～16:00 大川三潴医師会館 大川市大字郷原482-24 大川三潴医師会 0944-87-2611

大川市 福祉大学すこやかカフェ 第２・第４火曜日 13:30～15:30
国際医療福祉大学
1号館　ラウンジ

大川市大字榎津137-1 国際医療福祉大学
0944-89-2000

(内330)

大川市 木もれ日カフェだんらん 第１・第３水曜日 13:30～15:30
特別養護老人ホーム
木もれ日苑　1階

大川市大字中木室934 社会福祉法人高邦福祉会 0944-85-8001

大川市 オレンジカフェあおぎり 第２金曜日 13:30～15:30 十六町内公民館 大川市大字榎津896-2 社会福祉法人大川医仁会 0944-86-7600

大川市 認知症カフェかわぐち
偶数月
第3木曜日

14:00～16:00 川口コミュニティセンター 大川市大字一木721 大川市 0944-85-5524

大刀洗町 あったかカフェいぶき 第２・４水、第３日 13:00～16:00 旅路の荘 三井郡大刀洗町大字今491番地 (社)希望の丘 0942-77-3776

大木町 カフェ「ＷeWe」
月2回
第１・２火曜日

10:00～15:00
イオン大木
店内コミュニティルーム

大木町・社会福祉協議会 0944-32-2423

大木町 おーい！ふれあいカフェ
月1回
原則第4火曜日

10:00～15:00 大莞コミュニティセンター 大木町・社会福祉協議会 0944-32-2423

⑪久留米地域

⑩八女・筑後地域

⑧糸島地域

⑨朝倉地域



福岡県内　認知症カフェ一覧（令和３年３月末現在）

市町村名 カフェの名称 開　催　日 時　　間 開　催　場　所 住　　　所 運営主体 連絡先

大牟田市 であい喫茶　築町 月１回第１木曜日 10:00～11:30 中央地区公民館 大牟田市原山町13-3 中央地区地域包括支援センター 0944-41-2676

大牟田市 カフェ白川 月１回第１金曜日 10:00～11:30 上白川公民館 大牟田市上白川1-1 中央地区地域包括支援センター 0944-41-2676

大牟田市 はっぴーこはま 月１回第３火曜日 11:00～13:00 リビングアエル小浜 大牟田市小浜町1-1-8 中央地区地域包括支援センター 0944-41-2676

大牟田市 もの忘れ喫茶 月１回第２木曜日 14:00～15:30 国立病院機構大牟田病院 大牟田市橘1044-1 国立病院機構大牟田病院 0944-58-7265

大牟田市 てとてのカフェ 月１回第３水曜日 14:00～15:30 てとての広場 大牟田市小川町30-1 CLSすがはら 0944-55-1212

大牟田市
みんなのカフェ
リクシス

月１回第３木曜日 13:30～15:00 みんなの家リクシス 大牟田市岬1198 小規模ふかうらの家 0944-41-1121

大牟田市 倉永カフェ　笑 月１回第３木曜日 13:30～15:00 倉永コミュニティセンター 大牟田市倉永1307 吉野地区地域包括支援センター 0944-41-6025

大牟田市 集いカフェ 月１回第４火曜日 10:00～12:00 地域交流施設　集 大牟田市岩本新町2-1-3 小規模蜜柑の家 0944-58-4055

大牟田市 カフェ・ファーマシィ 月１回第３日曜日 10:00～11:30 ファーマシィ・コガ 大牟田市歴木1807-1152 ファーマシィ・コガ 0944-32-8128

大牟田市 カフェあじさい 月１回第４火曜日 10:00～11:30 あじさい地域交流広場 大牟田市今山1184-23
小規模多機能ホーム
いまやまの家

0944-52-3012

大牟田市 ふれあいカフェ 月１回第４水曜日 13:30～15:00 大牟田保養院 大牟田市黄金町1-178 信和会 0944-52-3012

大牟田市 カフェたくま 月１回第４土曜日 10:00～13:30 コムーネ 大牟田市田隈827-1 東翔会 0944-55-8721

大牟田市 凛カフェ 偶数月第4木曜日 14:00～15:30 スナック凛 大牟田市中島町1-23
凛、
おおむた認知症カフェ連絡協
議会（共催）

090-4511-5707

柳川市 わたぐも 月１回第２火曜日 10:00～15:00 藤吉コミュニティセンター 三橋町高畑265 グループホームまほろば 0944-74-0081

柳川市 カフェパレット 月１回第３金曜日 10::00～12:00 就業改善センター 柳川市久々原126番地3 医療法人　幾島医院 0944-75-6002

柳川市 ここばなカフェ 月１回第３木曜日 13:30～15:30
緒方記念科学振興財団
敬愛館

西蒲池951-1
ボランティアグループ
ここばなカフェ

福祉課高齢者福祉係
0944-77-8516

柳川市 よつばカフェ 月１回第1木曜日 13:30～15:30
長田病院地域ケアステーショ
ンクローバーハウス

柳川市下宮永町624番地8 ゆりの会 0944-75-1182

柳川市 ふじ茶屋 月１回第３水曜日 13:30～15:30
サービス付高齢者向け住宅
ピオニー

柳川市三橋町今古賀210番地2 ふじの会 -

柳川市 ありのままカフェ
月２回第２土曜日
第４木曜日

14:00～16:00
垂見コミュニティセンター
個人宅

柳川市三橋町垂見1583番地2 ありのままカフェ -

柳川市 杉森カフェ 月１回第３土曜日 9:30～11:30
杉森高等学校
杉森会館

柳川市奥州町3番地 杉森高等学校 0944-72-5216

みやま市
オレンジサポートカフェ
“みやま”

月1回第3金曜日 13:30～15:30 訪問看護ステーションみやま みやま市瀬高町小川570番地1 株式会社Life 0944-63-5500

みやま市 カフェよりえの森 月1回第2金曜日 13:30～15:30 旧山川南部小学校ルフラン みやま市山川町重冨121
一般社団法人
循環のまちづくり研究所

0944-67-0641

市町村名 カフェの名称 開　催　日 時　　間 開　催　場　所 住　　　所 運営主体 連絡先

直方市
認知症カフェ
図書館

奇数月第2土曜日

14:30～
15:30

(内容により前
後あり)

直方市立図書館 直方市山部301-11
認知症サポーターを広める会
直方市立図書館

0949-25-2240

直方市 カフェ昭和館たくみ 月1回第1土曜日 13:30～15:30
サービス付高齢者住宅
たくみ苑内

直方市植木595
認知症サポーターを広める会
サービス付き高齢者住宅たくみ苑

080-4280-6721

直方市
カフェ昭和館
グリーンコープ

月2回第2土曜日 13:00～16:00
グリーンコープ
デイサービスセンター内

直方市感田169-10
認知症サポーターを広める会
グリーンコープ
デイサービスセンター

080-4280-6722

直方市
カフェ昭和館
お達者サロン

月3回第3土曜日 13:00～15:00 デイサービス元気塾内 直方市感田1497-1
認知症サポーターを広める会
デイサービス元気塾

080-4280-6723

宮若市
オレンジカフェ
木蓮の家

第３、４金曜日 10:00～12:00 グループホーム木蓮 宮若市長井鶴263-7 有限会社　木蓮 0949-32-5120

宮若市 OASISカフェわきた 第１、第３土曜日 10:00～13:00 グループホームわきたの里 宮若市脇田805番地 社会福祉法人　若宮会 0949-54-1081

宮若市 かなえカフェ 毎月第3木曜日 13:30～16:00 グループホームかなえ 宮若市磯光1713-45 グループホームかなえ 0949-34-1157

宮若市 オレンジカフェひかり 毎月第1金曜日 10:00～12:00
介護老人保健施設
リストーロ若宮

宮若市沼口964-1 医療法人志成会祷若宮医院 0949-52-3336

宮若市 友愛サロン 毎月第3水曜日 13:30～15:30 有料老人ホーム　友愛 宮若市宮田232-9 株式会社　友愛会 0949-34-5200

宮若市 カフェハウスさなぶり 第２、４日曜日 13:30～15:00
小規模多機能居宅介護さなぶ
り

宮若市山口1110番地 合同会社AND・JUSTさなぶり 0949-28-8866

⑫有明地域

⑬直方・鞍手地域



福岡県内　認知症カフェ一覧（令和３年３月末現在）

市町村名 カフェの名称 開　催　日 時　　間 開　催　場　所 住　　　所 運営主体 連絡先

飯塚市 ひよりカフェ 第３木曜日 11:00～14:00
グループホーム
小規模多機能ひより

飯塚市上三緒1-11
グループホーム
小規模多機能ひより

0948-21-7500

飯塚市 げんきカフェ 第3木曜日
開催日によって

時間が異なります
グループホーム和（のどか） 飯塚市潤野967-13 グループホーム和（のどか） 0948-21-1801

飯塚市 ケアカフェ菰田
奇数月
第4土曜日

13:30～15:30
グループホーム
ふぁみりー菰田

飯塚市菰田3丁目9-10
グループホーム
ふぁみりー菰田

0948-22-5330

飯塚市 のんびり 第3水曜日 10:30～13:00
エフコープ
飯塚ステーション
組合員ホール

飯塚市若菜259-10 エフコープ・のんびり工房 0948-82-2592

飯塚市 どんぐりカフェ
第2月曜日
（1月・3月除く）

13:30～15:00 特別養護老人ホームくぬぎ苑 飯塚市相田114-1 特別養護老人ホームくぬぎ苑 0948-24-8000

飯塚市
かいた健康カフェ
ぷらっと

第3金曜日 13:30～15:00
サービス付き高齢者向け住宅
いこいの和泉

飯塚市勢田1793 介護老人保健施設　和泉の澤 09496-2-0700

飯塚市
ワイワイがやがや
仲良しカフェ

第3火曜日 13:30～15:30 ふれあいハウス芳美Ⅱ
飯塚市菰田東2丁目2-17
ふれあいﾊｳｽ芳美Ⅱ

社会福祉法人　芳寿会 0948-29-4040

飯塚市
コミュニティクラブ
ポポロ

奇数月・第2日曜日 13:00～15:00
一般社団法人
ライフクリエイト

飯塚市花瀬31-6
一般社団法人ライフクリエイ
ト

080-3947-3136

飯塚市 ゆみ’Sカフェ 第2日曜日 10:00～14:00 デイサービスゆみ 飯塚市上三緒599-1 株式会社ゆみ 0948-43-8989

飯塚市
まちの保健室
あいおす

毎週水曜日 14:00～16:00
看護小規模多機能施設あいお
す

飯塚市枝国56-1
看護小規模多機能施設あいお
す

0948-22-6133

嘉麻市 おしゃべりカフェ 第3木曜日 13:30～15:00 うすいの里 嘉麻市下臼井1055番地
うすいの里デイサービス
0948-62-5149

092-651-1111

嘉麻市 ゆめサロン 第2木曜日 13:30～15:00 嘉麻良創夢ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ 嘉麻市飯田511の1番地 良創夢（NPO） 0948-20-8021

嘉麻市 つくし（土筆）会
第2・4月曜日
日程変更あり

10:00～11:30 枝坂公民館 嘉麻市鴨生55番地 つくし会 090-3739-0132

嘉麻市 ひだまりカフェ 第3日曜日 10:30～12:30 特別養護老人ホーム松寿園 嘉麻市漆生2338番地1 特別養護老人ホーム松寿園 0948-42-1408

嘉麻市 サザンカフェ 第2水曜日 14:00～15:30
老人保健施設シルバーケア嘉
穂

嘉麻市鴨生480-1 老人保家施設シルバーケア嘉穂 0948-43-1777

嘉麻市 ほっとたいむ稲築 第3木曜日 14:00～15:30 社会保険稲築病院 嘉麻市口春744-1 社会保険稲築病院 0948-42-1110

嘉麻市 オレンジサロン大隈 毎週火曜日 13:30～15:30 ふるさと交流館 嘉麻市大隈町499番地2 「お」の会 090-9579-3685

嘉麻市
ひまわりんカフェ
うしくま

第2金曜日 13:30～15:00 下牛隈公民館 嘉麻市牛隈2058-1 特別養護老人ホームひまわり園 0948-57-3456

嘉麻市 ニコニコ会 第4水曜日 9:30～12:00 夢サイトかほ 嘉麻市大隈町1228-1 ニコニコ会 0948-57-1391

嘉麻市 松岡オレンジ会
第4月曜日
（4～9月は
  第2月曜日も追加）

14:00～15:30 松岡病院 嘉麻市上山田1287番地 松岡病院 0948-52-1105

嘉麻市
ミニデイサービス
「オレンジサロン」

毎週金曜日 13:30～15:30 上山田住民ホール 嘉麻市上山田1515番地 シルバー人材センター 0948-52-2715

嘉麻市
嘉麻赤十字病院
オレンジサロン

第2.4水曜日 14:00～15:30 嘉麻赤十字病院 嘉麻市上山田1237番地 嘉麻赤十字病院 0948-53-0861

嘉麻市 ミニサロン水仙 第1.3火曜日 13:30～15:30 上山田住民ホール 嘉麻市上山田1515番地 水仙 0948-53-1844

桂川町
オレンジさろん
～ひまわりカフェ～

第１・第３木曜日 10:00～16:30 地域商社いいバイ桂川 桂川町大字土居375-5 桂川町 0948-65-0001

市町村名 カフェの名称 開　催　日 時　　間 開　催　場　所 住　　　所 運営主体 連絡先

田川市
寄り合いカフェ
癒気多（ゆげた）

月1回  第3土曜日 10:00～12:00 見立病院　デイケア
田川市大字弓削田
3237

見立病院 0947-44-0924

田川市
和民家カフェ
まごころ

月1回　第3木曜日 13:00～15:00 まごころコミュニティハウス 田川市川宮1711番地9 社会福祉法人まごころ 0947-42-8855

田川市
認知症カフェ
ココイタ

月1回　第3金曜日 10:30～12:30
伊田商店街
リトロボココイタ

田川市伊田9番26号 伊田商店街振興組合 0947-44-6161

田川市
まちの健康相談
カフェ　ひまわり

月1回　第３土曜日
（7月8月は変則）

13:30～15:30
後藤寺商店街
サンシャイン通り

田川市本町4番20号 ごとうじサンQ市委員会 090-7156-3219

田川市
認知症カフェ
いこいcafé

月1回　第3日曜日 10:00～12:00
寿楽園
デイサービスセンター

田川市大字伊加利
2096番地

社会福祉法人明和会 0947-45-7703

田川市
認知症カフェ
ほっとかん

月1回　第２土曜日 14:00～16:00
一本松すずかけ病院
デイケアセンター

田川市大字夏吉142番地 一本松すずかけ病院 0947-44-2150

糸田町 カフェたぎり 奇数月第３水曜日 14:00～16:00
社会福祉センター
介護棟

田川郡糸田町1971-1 糸田町地域包括支援センター 0947-26-9090

福智町 ふくちオレンジ喫茶 月１回第４金曜日 10:00～11:30 コスモス診療所２階ラウンジ 福智町赤池970-1 ふくちオレンジ喫茶の会 0947-28-9502

福智町 まるやまカフェ 毎月第二水曜日 10:00～15:00 丸山集会所 伊方1893-1 地域住民 0947-28-9502

福智町 草場ふれあいカフェ 不定期 10:00～12:00 草場公民館 草場1908 地域住民 0947-28-9502

福智町 認知症カフェあおぞら 不定期 14:00～15:00 グループホームあおぞら 赤池470-2 グループホーム 0947-28-9280

福智町 あかいけカフェ 毎月第二火曜日 14:00～15:00 グループホームあかいけ 赤池409-13 グループホーム 0947-85-8326

⑭嘉飯地域

⑮田川地域


