
No 所在市町村 設置主体 カフェ名称 開催地 開催地住所 開催日 開催時間 参加料金 問い合わせ先 駐車場

1 水戸市 地域包括支援センター わ・らってCAFÉ
特別養護老人ホームもくせい
あかつきホール

水戸市東原3-2-7 毎月第１木曜（変更有） 13:30～15:30 100円 029-306-9582 有　(無料）

2 水戸市 地域包括支援センター 思い出カフェ ユーアイファクトリー 水戸市吉沼町1843-3 毎月第3日曜 13:30～15:30 無料 029-246-6216 有　(無料）

3 水戸市 介護サービス施設・事業者
オレンジサロンよねざわカ

フェ
トータルケアサービスヘルサ 水戸市米沢町82-3

毎月第3日曜(今後不定期
になる可能性有)

13:00～15:00 100円 029-304-6020 有　(無料）

4 水戸市 地域包括支援センター 和みカフェ 水戸市保健センター 水戸市笠原町993－13
9/13，10/11，
11/9,12/14，1/11,2/1,3/1

10:00～12:00 無料 029-241-4821 有　(無料）

5 水戸市 地域包括支援センター 和みカフェ 見和市民センター 水戸市見和2-224-1
10/3，11/7，12/5，1/9，
2/6，3/6

10:00～12:00 無料 029-241-4821 有　(無料）

6 水戸市 地域包括支援センター ぶらり喫茶 サポートハウスいろどり 水戸市石川1-4017-1 毎月第3木曜 13:30～15:30 無料 029-246-6003 有　(無料）

7 水戸市 その他 オレンジサロン
水戸市福祉ボランティア会館
ミオス

水戸市赤塚1-1 毎月第3日曜（変更有） 10:00～12:00 100円
090-9370-3121
（澁谷　史子様）

有（駐車券があ
れば無料）

8 水戸市 地域包括支援センター お喋りカフェ希望ＩＮ双葉台 双葉台地区センター 水戸市双葉台2-1 毎月第2火曜 10:00～11:30 無料 029-246-6333
有　（無料・2台

のみ）

9 水戸市 地域包括支援センター お喋りカフェ希望ＩＮ大塚
サービス付き高齢者向け住宅
かたくりの家

水戸市大塚1763-9 毎月第4木曜 14:00～15:30 無料 029-246-6333 有　(無料）

10 水戸市 地域包括支援センター お喋りカフェ希望ＩＮ桜川 桜川市民センター 水戸市河和田町2894-4
(H30年度)5/21,7/9
9/10，11/19,1/21,3/11

14:00～15:30 無料 029-246-6333 有　(無料）

11 水戸市 地域包括支援センター ニコニコサロン グリーンハウスみと 水戸市塩崎町3503 毎月第3土曜 14:00～15:00 300円 029-240-5580 有　(無料）

12 水戸市 地域包括支援センター うちっこカフェ うちはらスワン保育園 水戸市鯉淵町2222-1 毎月第3金曜 10:00～11:30 無料 029-257-5466 有　(無料）

13 日立市 市町村 ひたちオレンジカフェ
地域包括支援センター福祉の森
聖孝園

日立市十王町高原333-6
平成30年9月20日（木）
平成30年11月15日（木）

13:30～15:30 無料
日立市高齢福祉課

0294-22-3111(要申込
み。日立市民対象)

有り(無料)

14 日立市 市町村 ひたちオレンジカフェ 地域包括支援センター成華園 日立市久慈町4-19-21
平成30年5月17日（木）
平成30年12月20日（木）

13:30～15:30 無料
日立市高齢福祉課

0294-22-3111(要申込
み。日立市民対象)

有り(無料)

15 日立市 市町村 ひたちオレンジカフェ 日立市保健センター 日立市助川町1-15-15 平成30年4月19日(木) 13:30～15:30 無料
日立市高齢福祉課

0294-22-3111(要申込
み。日立市民対象)

有り(無料)

16 日立市 市町村 ひたちオレンジカフェ 日立市役所 日立市助川町1-1-1 平成30年10月18日（木） 13:30～15:30 無料
日立市高齢福祉課

0294-22-3112(要申込
み。日立市民対象)

有り(無料)

17 日立市 市町村 ひたちオレンジカフェ
地域包括支援センター鮎川さくら
館

日立市国分町3-12-10
平成30年6月21日(木)
平成31年1月17日（木）

13:30～15:30 無料
日立市高齢福祉課

0294-22-3111(要申込
み。日立市民対象)

有り(無料)

18 日立市 市町村 ひたちオレンジカフェ 地域包括支援センターサン豊浦 日立市川尻町758-27
平成30年7月19日(木)
平成31年2月21日（木）

13:30～15:30 無料
日立市高齢福祉課

0294-22-3111(要申込
み。日立市民対象)

有り(無料)

19 日立市 市町村 ひたちオレンジカフェ
地域包括支援センター金沢弁天
園

日立市東金沢町4-16-10
平成30年8月16日(木)
平成31年3月14日（木）

13:30～15:30 無料
日立市高齢福祉課

0294-22-3111(要申込
み。日立市民対象)

有り(無料)

20 日立市 NPO法人 つなぐカフェ 多賀市民プラザ 日立市千石町2-4-20 毎月第2土曜日（原則） 10:00～11:30 無料
TEL070-1307-0077ま
たはFAX 020-4625-

5336(要申込み)
有り(有料)

21 土浦市 市町村 ふれあい茶屋「おらが里」 新治総合福祉センター 土浦市沢辺1423-1 毎月第1水曜日 13：00～15：00 無料 029-833-2070 有り(無料)

（平成30年4月1日時点）



22 土浦市 市町村 ふれあい茶屋「さくら」 土浦市役所2階　研修室1 土浦市大和町9-1 毎月第3月曜日 13：00～15：00 無料 029-828-8089
有り・有料（ただし
無料化措置あり）

23 土浦市 市町村 ふれあい茶屋「笑み気分」 三中地区公民館 土浦市中村南四丁目8-14 毎月第4金曜日 10：00～12：00 無料 029-842-9236 有り(無料)

24 古河市
その他（ふれあいいきいき

サロン）
認ともカフェ 古河福祉の森会館 古河市新久田271-1 毎月第4金曜日 10:00～14:00 100円

090-1669-3248
（代表：岩下太郎様）

有り（無料）

25 古河市 その他（薬局） みらいカフェ ヒロ薬局古河店 古河市大堤字鹿養381 毎月第2水曜日 14:30～17:00 無料 0280-23-4870 有り（無料）

26 石岡市 その他 脳の体操カフェ
サービス付き高齢者向け住宅
カーサ・フェリーチェ

石岡市東石岡4-1-8 毎月第2金曜日 10:00～11:00 500円 0299-28-3838 有り(無料)

27 龍ケ崎市 認知症疾患医療センター ゆずのきカフェ 池田病院 龍ケ崎市貝原塚町3690-2 毎月第4土曜日 13:00～15:00 無料 0297-64-6582 完備

28 下妻市
その他(認知症ともに学ぶ

会しもつま)
オレンジカフェしもつま 千代川公民館レストハウス 下妻市鬼怒230 毎月第3火曜日 13:30～15:30 100円 0296-43-8264 有り(無料)

29 笠間市 社会福祉法人 オレンジカフェ　フライブルク
フロイデ総合在宅サポートセン
ター

笠間市鯉淵6526-19 毎月第3水曜日 14:00～15:30
ワンドリンク
オーダー 0296-73-5577

敷地内に数台
分あり

30 笠間市 社会福祉法人 ほっとカフェ　グリーンハウス ケアハウスかさま 笠間市石井甲32－1 毎月第3日曜日 13:00～16:00 300円 0296-70-1100
敷地内に数台

分あり

31 取手市 地域包括支援センター オレンジカフェはあとぴあ 介護老人保健施設はあとぴあ 取手市井野253番地 偶数月第1金曜 10:00～12:00 100円 0297-71-3210 有り（無料)

32 取手市 地域包括支援センター オレンジカフェさらの杜 特別養護老人ホームさらの杜 取手市下高井2148番地 偶数月第1木曜 10:00～12:00 100円 0297-70-2801 有り（無料)

33 取手市 NPO法人 レミニンカフェ カフェ・ウェルカム 取手市藤代730－1
4月から3ヶ月に1回開
催
第1火曜

13:00～15:00 200円 0297-83-0556 有り（無料)

34 取手市 ボランティア団体 オレンジカフェあけぼの 老人福祉センターあけぼの 取手市寺田4723
5月から3ヶ月に1回開
催
第1月曜

10:00～12:00 100円 0297-63-4111 有り（無料)

35 取手市 ボランティア団体 取手おもしろコラボレーション デイサービスよりみち 取手市桑原6－3 偶数月第4木曜 13:00～15:00 200円 0297-86-6265 有り（無料)

36 取手市 社会福祉法人 喫茶和（なごみ） カフェ・ウェルカム 取手市藤代730－1 不定期 10:00～12:00 100円 0297-82-7530 有り（無料)

37 取手市 生協
生協くらしのｻﾎﾟｰﾄｾﾝﾀｰ青

柳
デイサービス青柳 取手市青柳480－2 不定期 不定期 100円 0297-86-7601 有り（無料)

38 取手市 NPO法人 モンペリ広場 モンペリ広場 取手市井野台１－２２－１４ 不定期 不定期 100円 090-7707-6878 無し

39 牛久市 市町村 オレンジカフェ 牛久市ボランティア活動センター 牛久市中央3-15-1 毎月第2火曜日 13:00～15:00 無料 029‐828-8089 有り（無料)

40 つくば市 市町村
つくば市認知症カフェ　オレ
ンジカフェ　in ゆかりの森

老人福祉センターとよさと つくば市遠東639 毎月第2木曜日 13:00～15:00 無料
つくば市地域包括支援課

029-883-1111 有り(無料)

41 つくば市 市町村
つくば市認知症カフェ　オレ

ンジカフェin筑波
筑波中央病院 つくば市北条5118 毎月第4水曜日 13:30～15:30 無料

つくば市地域包括支援課
029-883-1112 有り(無料)

42 つくば市 市町村
つくば市認知症カフェ　オレ

ンジカフェinわらわら
鍋沼集落センター つくば市真瀬2104-23

H30.5/9、7/11、9/5、11/7
H31.1/9、3/6

13：00～15：00 無料
つくば市地域包括支援課

029-883-1113 有り(無料)

43 つくば市 市町村
つくば市認知症カフェ　オレ

ンジカフェinなごみ
とよさと病院 つくば市田倉4725

H30.5/18、7/27、9/28、
11/30、H31.1/25、3/22

14：00～16：00 無料
つくば市地域包括支援課

029-883-1114 有り(無料)

44 ひたちなか市 社会福祉法人 ウェルカフェ田中後 ウェルシアひたちなか田中後 ひたちなか市田中後7-2 偶数月第2金曜日 14：00～15：30 無料 029-264-1501 有り（無料）

45 ひたちなか市 社会福祉法人 めぐみ苑お茶会 めぐみ苑 ひたちなか市烏ヶ台11835-2 毎月第4木曜日 14：00～15：30 無料 029-264-1501 有り（無料）

46 ひたちなか市 社会福祉法人 わすれんぼうカフェ 北勝園こもれびテラス ひたちなか市津田2093-1 毎月第2土曜日 14：00～15：30 無料 029-276-0655 有り（無料）

47 ひたちなか市 社会福祉法人 おれんじかふぇ ひたちなか市総合福祉センター ひたちなか市西大島3-16-1 毎月第4月曜日 14：00～15：30 無料 029-276-0655 有り（無料）



48 ひたちなか市 社会福祉法人 お茶処　にじの家 市毛原坪団地新山様宅 ひたちなか市市毛885-65 毎月第1火曜日 14：00～15：30 無料 029-276-0655 有り（無料）

49 ひたちなか市 その他(医療法人) にこにこDカフェ
フロイデひたちなか
カフェバーデンバーデン

ひたちなか市足崎1474-7 毎月第3金曜日 14：00～15：30 無料 029-229-2255 有り（無料）

50 ひたちなか市 その他(医療法人) スマイルDカフェ 上高場会館 ひたちなか市高場3-20-14 毎月第3水曜日 14：00～15：30 無料 029-229-2255 有り（無料）

51 ひたちなか市 社会福祉法人 外野ウェルカフェ ウェルシアひたちなか外野店 ひたちなか市外野2-12-4 毎月第3木曜日 10：00～11：30 無料 029-354-5221 有り（無料）

52 鹿嶋市 市町村 ウェルカフェ
特別養護老人ホーム　ウェルポー
ト鹿嶋の郷

鹿嶋市宮中4603-1 毎月第3木曜日 10:00～12:00 年間2500円 0299-90-3123 有り（無料）

53 鹿嶋市 地域包括支援センター お陽さま グループホーム　こもれ陽の家 鹿嶋市大字和941-12 毎月第3日曜日 9:00～12:00 100円 0299-95-9910 有り（無料）

54 守谷市
市町村・在宅介護支援セン

ター
オレンジカフェ in もりや 守谷市役所 守谷市大柏950番地の1 年５回（不定期） 14:30～16:00 無料 0297-45-1744 有り(無料)

55 守谷市
市町村・在宅介護支援セン

ター
オレンジカフェ in もりや 特別養護老人ホーム峰林荘 守谷市野木埼1935-1 年１回 14:30～16:00 無料 0297-48-2099 有り(無料)

56 守谷市 介護サービス施設・事業者 ホッとカフェ 守谷在宅介護センター花きりん 守谷市立沢950-1 偶数月第3日曜日 10:00～12:00 300円 0297-20-0711 有り(無料)

57 守谷市 介護サービス施設・事業者 ほほえみカフェ ニチイケアセンター守谷 守谷市薬師台5-17-8 毎月第3木曜日 15:00～16:00 無料 0297-47-8020 有り(無料)

58 常陸大宮市 その他(医療法人) 認知症予防カフェ
サポートセンター大宮
カフェテリアエルマウ

常陸大宮市上町353 毎月第４土曜日 10:00～11:30 無料 0295-58-8020
志村大宮病院

駐車場

59 常陸大宮市 地域包括支援センター 家族のつどいカフェ
サポートセンター大宮
カフェテリアエルマウ

常陸大宮市上町353 偶数月第１土曜日 14:00～16:00 無料 0295-53-6810
志村大宮病院

駐車場

60 常陸大宮市 地域包括支援センター 駅カフェ
ＪＲ水郡線
山方宿駅構内

常陸大宮市山方904 毎月第１金曜日 13:30～15:30 無料 0295-57-3326 有り(無料)

61 常陸大宮市 介護サービス施設・事業者 ほほえみ交流会 未定 不定期 14:00～16:00 無料 0295-53-5675 不明

62 筑西市 その他 きーさんち オレンジカフェ　きーさんち 筑西市中上野1555-1 毎月第2・4木曜日 11:00～15：00 500円 0296-45-8761 有り(無料）

63 筑西市 介護サービス施設・事業所 笑福 通所介護事業所「笑福」 筑西市細田4-6 毎月第3日曜 10：00～12：00 無料 0296-48-8141 有り(無料）

64 筑西市 社会福祉法人 オハナ 特別養護老人ホームしらとり 筑西市上平塚590-1 年4回（不定期） 10：00～12：00 500円 0296-28-1277 有り(無料）

65 かすみがうら市 地域包括支援センター 楽だカフェ あじさい館 かすみがうら市深谷3719-1 毎月第３金曜日 13；30～15；30 無料 0299-59-2111 有り(無料)

66 かすみがうら市 地域包括支援センター 楽だカフェ 大塚ふれあいセンター
かすみがうら市下稲吉1868-
22

毎月第2土曜日 13；30～15；30 無料 0299-59-2111 有り(無料)

67 神栖市 市町村 オレンジカフェかみす 神栖市保健福祉会館 神栖市溝口１７４６－１
奇数月第3木曜日(31年
3月は第2木曜で実施）

13:30～15:30 無料 0299-91-1701 あり（無料）

68 つくばみらい市 その他 かるがもカフェ つくばみらい市立伊奈公民館 つくばみらい市福田195
毎月第2金曜日(変更月
有）

10:00～13:00 100円 0297-58-2111 有り（無料）

69 小美玉市 市町村 オレンジカフェ
美野里ともいきプラザ
ランチ＆カフェ木もれ陽

小美玉市羽鳥東平2673-3
(羽鳥駅西口前)

平成29年12月20日(水) 14:00～15:30 1品注文 0299-28-7721 有り（無料）

70 茨城町 介護サービス施設・事業者 ひぬまカフェ グループホームひぬま 茨城町大字中石崎159番地1 毎月第2木曜日 14:00～15:00 無料 029-240-8117 有り(無料)

71 茨城町 介護サービス施設・事業者 ほほえみ交流カフェ デイサービスほほえみ 茨城町大字奥谷2160番地 不定期 13:30～15:30 無料 029-291-0606 有り(無料)

72 茨城町 介護サービス施設・事業者 杜の茶話会 グループホームひぬまの杜 茨城町大字中石崎1055番地 不定期 10：00～11：30 100円 029-240-8321 有り(無料)

73 茨城町 市町村 ゆうゆうカフェ 総合福祉センターゆうゆう館内 茨城町大字小堤1037番地1
偶数月第4水曜日（6月か
ら）

10:00～12:00 無料 029-291-8407 有り(無料)



74 城里町 社会福祉法人 オレンジカフェ カフェ・インスブルック 城里町石塚481-1 6,8,10,2月の第3土曜日 13:00〜15:00 500円 029-255-7666 有り(無料)

75 城里町 社会福祉法人 カフェでＣＡＦＥ 桂聖明園 城里町高根台1－53
5.7.9.11.1.3月の第2土
曜日

13:00～15:00 300円 029-289-4744 有り(無料)

76 東海村 市町村 Village Bird(ビレッジバード) グループﾎｰﾑメジロ苑 那珂郡東海村白方1306-1 毎月第3水曜日 13:30～15:30 100円 029-306-0033 有り(無料)

77 阿見町 市町村 まほろばオレンジカフェ 福祉センターまほろば 阿見町廻戸372 毎月第3木曜日 13:30～15:30 無料
029-887-7486

(オレンジの会　難波)

施設駐車場あり
(無料)※台数に
限りがあります。

78 阿見町 市町村 本郷オレンジカフェ 本郷ふれあいセンター 阿見町本郷一丁目11-1
毎月第4木曜日（変更月
有）

13:30～15:30 無料
029-887-7486

(オレンジの会　難波)

施設駐車場あり
(無料)※台数に
限りがあります。

79 河内町 地域包括支援センター オレンジカフェ
第１会場
西共同施設（第3分館）

河内町源清田279

平成30年
5/22(火）,7/19(木）,9/20
（木）,11/20(火）
平成31年1/17
（木）,3/19(火）

4月～9月
14:00～16:00
10月～3月

13:30～15:30

材料代自
己負担あ

り
0297-60-4071 あり（無料）

80 河内町 地域包括支援センター オレンジカフェ第２会場 特別養護老人ホームあじさい苑 河内町生板８９０７
平成30年4/21（土）
　　　　　　10/20(土）

14：00～16:00
13:30～15:30

無料 0297-84-0311 アリ（無料）

81 八千代町 地域包括支援センター オレンジカフェやちよ 八千代町立図書館 八千代町菅谷561-1
毎月第3水曜、8月から
第１土曜にも開催予定

13:00～15:00 100円 0296-30-2400
有り(駐車券

等不要)

82 利根町 その他(グループ・アシスト) オレンジカフェ 利根町国保診療所 利根町羽中200 毎月第3火曜日 10:00～15:00 100円 0297-68-8941

国保診療所2階で
開催のため同診
療所駐車場を使

用


