
＜県中地域＞

1　市町村

2　地域包括支援センター

10 郡山市
三穂田
地域包括支援センター

三穂田
〒963-0112
郡山市安積町成田字漆山50

024-946-1527
（954-3800）

9 郡山市
安積
地域包括支援センター

安積
〒963-0102
郡山市安積町笹川字目光池西6-1

024-946-9088
（946-9089）

8 郡山市
大成・大槻東
地域包括支援センター

大成・大槻東
〒963-0207
郡山市鳴神三丁目110

024-962-7013
（962-7014）

7 郡山市
大槻・逢瀬
地域包括支援センター

大槻・逢瀬
〒963-0201
郡山市大槻町字西勝ノ木5-1

024-962-3945
（962-3901）

6 郡山市
富田
地域包括支援センター

富田・桑野の一部・
小山田・希望ヶ丘

〒963-8031
郡山市上亀田1-1

024-935-0522
（934-1070）

5 郡山市
芳賀・小原田
地域包括支援センター

芳賀・小原田
〒963-8822
郡山市昭和二丁目17-2

024-941-1121
（954-3040）

4 郡山市
郡山西部
地域包括支援センター

開成・桑野の一部
〒963-8034
郡山市島二丁目9-18

024-923-6221
（923-6228）

3 郡山市
郡山南部
地域包括支援センター

橘・三中・久留米・桜
〒963-8833
郡山市香久池一丁目18-11

024-991-5811
（991-5812）

2 郡山市
郡山中央
地域包括支援センター

金透・薫・赤木・芳山
〒963-8861
郡山市鶴見坦一丁目6-36　橋本地所鶴見坦ビル102
号

024-925-5858
（925-5554）

電話番号
（FAX番号）

1 郡山市
郡山北部
地域包括支援センター

大島・桃見台
〒963-8026
郡山市並木二丁目12-7

024-931-3032
（927-7187）

12 小野町 健康福祉課
〒963-3492
田村郡小野町大字小野新町字舘廻92

0247-72-6934
(0247-72-3121)

No 市町村名 施　　設　　名 担当地域 所　　在　　地

鏡石町 福祉こども課
〒969-0404
岩瀬郡鏡石町中央59番地
勤労青少年ホーム内

0248-62-2210
(0248-62-6019)

5 天栄村 住民福祉課
〒962-0592
岩瀬郡天栄村大字下松本字原畑78

0248-82-2115
(0248-81-1008)

10 古殿町 健康管理センター
〒963－8304
石川郡古殿町大字松川字横川94-1

0247-53-4038
(0247-32-1033)

11 三春町 保健福祉課
〒963-7796
田村郡三春町字大町１番地の２

0247-62-3166
(0247-62-0202)

8 平田村 健康福祉課
〒963-8292
石川郡平田村大字永田字切田116

0247-55-3119
(0247-55-3566)

9 浅川町
浅川町
保健センター

〒963-6204
石川郡浅川町大字浅川字大明塚114-28

0247-36-4722
(0247-36-4732)

2 須賀川市 長寿福祉課
〒962-8601
須賀川市八幡町135番地

0248-88-8116
(0248-88-8119)

3 田村市 高齢福祉課
〒963-4393
田村市船引町船引字畑添76番地2

0247-82-1115
(0247-82-6003)

№ 市町村名 課名 所在地
電話番号

（FAX番号）

1 郡山市 地域包括ケア推進課
〒963-8601
郡山市朝日一丁目23-7

024-924-3561
(024-934-8971)

6 石川町 保健福祉課
〒963-7893
石川郡石川町字長久保185-4

0247-26-9124
(0247-26-4148)

7 玉川村
玉川村
保健センター

〒963-6312
石川郡玉川村大字小高字中畷16-1

0247‐37‐1024
(0247-57-4824)

4

県中地域の市町村
郡山市、須賀川市、田村市、

鏡石町、天栄村、石川町、

玉川村、平田村、浅川町、

古殿町、三春町、小野町



31 小野町
小野町
地域包括支援センター

小野町全域
〒963-3401
田村郡小野町大字小野新町
字品ノ木111

0247-72-2128
（0247-61-6102）

30 三春町
三春町
地域包括支援センター

三春町全域
〒963-7756
田村郡三春町字南町1
（三春町社会福祉協議会内）

0247-62-8586
（0247-62-8640）

29 古殿町
古殿町
地域包括支援センター

古殿町全域
〒963-8304
石川郡古殿町大字松川字横川99-1

0247-53-4403
（0247-53-4860）

28 浅川町
浅川町
地域包括支援センター

浅川町全域
〒963-6204
石川郡浅川町大字浅川
字大明塚114-28

0247-36-4723
（0247-36-4732）

27 平田村
平田村
地域包括支援センター

平田村全域
〒963-8205
石川郡平田村大字永田
字戸花150番地

0247-55-3125
（0247-55-3519）

26 玉川村
玉川村
地域包括支援センター

玉川村全域
〒963-6315
石川郡玉川村大字中字入山59番地

0247-57-4620
（0247-57-4634）

25 石川町
石川町
地域包括支援センター

石川町全域
〒963-7863
石川町字渡里沢37-5

0247-26-4606
（0247-57-7003）

24 天栄村
天栄村
地域包括支援センター

天栄村全域
〒962-0503
岩瀬郡天栄村大字下松本字
原畑61番地

0248-82-3833
（0248-94-6733）

23 鏡石町
鏡石町
地域包括支援センター
「あんしんかん」

鏡石町全域
〒969-0404
岩瀬郡鏡石町中央73番地
鏡石町保健センター内

0248-92-3212
（0248-62-1251）

22 田村市
田村市
地域包括支援センター

田村市全域
〒963-4111
田村市大越町上大越字古川97
（田村市社会福祉協議会内）

0247-68-3737
0247-68-3838

（0247-68-3939）

21 須賀川市
須賀川長沼・岩瀬
地域包括支援センター

長沼・岩瀬
〒962-0201
須賀川市志茂字末津久保1番地2
（長沼ホーム内）

0248-67-3113
（0248-67-3134）

20 須賀川市
須賀川東部
地域包括支援センター

小塩江・大東
〒962-0727
須賀川市小作田字仲田23番地1

0248-79-1551
（0248-89-1180）

19 須賀川市
須賀川西部
地域包括支援センター

西袋・稲田・仁井田
〒962-0857
須賀川市長禄町1番地

0248-75-3222
（0248-75-5029）

18 須賀川市
須賀川中央
地域包括支援センター

須賀川・浜田
〒962-8601
須賀川市八幡町135番地

0248-88-8215
（0248-88-8212）

17 郡山市
郡山東部・中田
地域包括支援センター

郡山東部・中田・緑ヶ丘
〒963-0666
郡山市安原町字谷津171-1

024-956-8200
（956-6900）

No 市町村名 施　　設　　名 担当地域 所　　在　　地
電話番号

（FAX番号）

16 郡山市
田村
地域包括支援センター

田村
〒963-1154
郡山市田村町岩作字穂多礼216-1

024-955-4013
（965-1156）

15 郡山市
熱海
地域包括支援センター

熱海
〒963-1309
郡山市熱海町熱海五丁目240

024-984-6868
（984-3107）

14 郡山市
湖南地区
地域包括支援センター

湖南
〒963-1411
郡山市湖南町舟津字小磯5112-1

024-992-0291
（992-0292）

13 郡山市
富久山
地域包括支援センター

富久山
〒963-8052
郡山市八山田七丁目136

024-934-5340
（934-5536）

12 郡山市
日和田・西田
地域包括支援センター

日和田・西田
〒963-0532
郡山市日和田町梅沢字丹波山3-2

024-958-6878
（958-6323）

11 郡山市
片平・喜久田
地域包括支援センター

片平・喜久田
〒963-0211
郡山市片平町字妙見舘1-1

024-962-0354
（951-0767）



３　認知症地域支援推進員

23 田村市
田村市
地域包括支援センター

田村市全域
田村市大越町上大越字古川97
（田村市社会福祉協議会内）

0247-68-3737
0247-68-3838

（0247-68-3939）

22 須賀川市
須賀川長沼・岩瀬
地域包括支援センター

長沼・岩瀬地区 須賀川市志茂字末津久保1-2
0248-67-3113

（0248-67-3134）

田村
地域包括支援センター

田村町
郡山市田村町岩作字穂多礼216-1（老健紫泉
の里）

024-955-4013
（024-965-1156）

21 須賀川市
須賀川東部
地域包括支援センター

小塩江・大東地区 須賀川市小作田字仲田23-1
0248-79-1551

（0248-89-1180）

20 須賀川市
須賀川西部
地域包括支援センター

西袋・稲田・仁井田地区 須賀川市長禄町1
0248-75-3222

（0248-75-5029）

19 須賀川市
須賀川中央
地域包括支援センター

須賀川・浜田地区 須賀川市八幡町135
0248-88-8215

（0248-88-8212）

15 郡山市
熱海
地域包括支援センター

熱海町 郡山市熱海町熱海五丁目240（太田熱海病院）
024-984-6868

（024-984-3107）

14 郡山市
湖南地区
地域包括支援センター

湖南町
郡山市湖南町舟津字小磯5112-1
（ケアハウスグリーンライフ小磯）

024-992-0291
（024-992-0292）

18 須賀川市
須賀川市
市民福祉部長寿福祉課

須賀川市全域 須賀川市八幡町135
0248-88-8116

（0248-88-8119）

17 郡山市
郡山東部・中田
地域包括支援センター

東部・中田町・緑ヶ丘
郡山市安原町字谷津171‐1
（特養光の森の丘）

024-956-8200
（024-956-6900）

16 郡山市

13 郡山市
富久山
地域包括支援センター

富久山町
郡山市八山田七丁目136
（老健ゴールドメディア）

024-934-5340
（024-934-5536）

12 郡山市
日和田・西田
地域包括支援センター

日和田町・西田町
郡山市日和田町梅沢字丹波山3-2
（総合南東北福祉センター）

024-958-6878
（024-958-6323）

11 郡山市
片平・喜久田
地域包括支援センター

片平町・喜久田町
郡山市片平町字妙見舘1-1
（特養星ヶ丘ホーム）

024-962-0354
（024-951-0767）

10 郡山市
三穂田
地域包括支援センター

三穂田町
郡山市安積町成田字漆山50
（あさかの杜クリニック）

024-946-1527
（024-954-3800）

9 郡山市
安積
地域包括支援センター

安積町
郡山市安積町笹川字目光池西6-1（コムニタあ
さか）

024-946-9088
（024-946-9089）

8 郡山市
大成・大槻東
地域包括支援センター

大成・大槻東
郡山市鳴神三丁目110
（郡山整形外科）

024-962-7013
（024-962-7014）

7 郡山市
大槻・逢瀬
地域包括支援センター

大槻町・逢瀬町 郡山市大槻町字西勝ノ木5-1（特養おおつき）
024-962-3945

（024-962-3901）

6 郡山市
富田
地域包括支援センター

富田町・希望ヶ丘・小山田・
桑野の一部

郡山市字上亀田1-1
（郡山市医療介護病院）

024-935-0522
（024-934-1070）

5 郡山市
芳賀・小原田
地域包括支援センター

芳賀・小原田 郡山市昭和二丁目17-2
024-941-1121

（024-954-3040）

4 郡山市
郡山西部
地域包括支援センター

開成・桑野の一部
郡山市島二丁目９-18
（桑野協立病院）

024-923-6221
（024-923-6228）

3 郡山市
郡山南部
地域包括支援センター

橘・三中・桜・久留米
郡山市香久池一丁目18-11
（寿泉堂香久山病院）

024-991-5811
（024-991-5812）

2 郡山市
郡山中央
地域包括支援センター

金透・薫・赤木・芳山
郡山市鶴見坦一丁目6-36
橋本地所鶴見坦ビル102号

024-925-5858
（024-925-5554）

1 郡山市
郡山北部
地域包括支援センター

桃見台・大島
郡山市並木二丁目12-7
（いがらし内科外科クリニック）

024-931-3032
（024-927-7187）

　認知症の方が住み慣れた環境で安心して暮らし続けることが出来るよう、認知症施策や事業の企画立案を担う方達です。市町村役場や、地域包
括支援センター等に配置されています。
推進員の役割・活動
①医療・介護等の支援ネットワーク構築認知症の人が容態に応じて必要な医療や介護等のサービスを受けられるよう市町村・関係機関との連携体
制、認知症ケアパス（状態に応じた適切なサービス提供の流れ）の作成、普及に努めます。
②認知症対応力向上のための支援（関係機関と連携した各種事業の企画・調整）・ 認知症疾患医療センターの専門医等による病院・施設等におけ
る処遇困難事例の検討及び個別支援・ 介護保険施設等の相談員による、在宅生活を送る認知症の人や家族への効果的な介護方法等の相談支
援・ 認知症カフェ等の開設   その他さまざまな事業の企画・調整を行います。
③相談支援・支援体制構築   認知症の人や家族への相談支援の他、「認知症初期集中支援チーム」との連携等による、必要なサービスが認知症
の人や家族に提供される為の調整を行います。

No. 市町村名 推進員配置先 担当区域 配置先所在地
電話番号

（FAX番号）



38 小野町
小野町
地域包括支援センター

全域
田村郡小野町大字小野新町
字品ノ木111

0247-72-2128
（0247-61-6102）

37 三春町
三春町
地域包括支援センター

三春町全域
田村郡三春町字南町１
（三春町社会福祉協議会内）

0247-62-8586
（0247-62-8640）

36 古殿町
古殿町
健康管理センター

古殿町全域
石川郡古殿町大字松川
字横川94-1

0247-53-4038
（0247-32-1033）

35 古殿町
古殿町
地域包括支援センター

古殿町全域
石川郡古殿町大字松川
字横川99-1

0247-53-4403
（0247-53-4860）

34 浅川町
浅川町
地域包括支援センター

浅川町全域
石川郡浅川町大字浅川
字大明塚114-28

0247-36-4723
（0247-36-4732）

33 平田村
平田村
地域包括支援センター

平田村全域
石川郡平田村大字永田
字戸花150

0247-55-3125
（0247-55-3519）

32 平田村
平田村役場
健康福祉課

平田村全域
石川郡平田村大字永田
字切田116

0247-55-3119
（0247-55-3566）

31 玉川村
玉川村
地域包括支援センター

玉川村全域
石川郡玉川村大字中
字入山59番地

0247-57-4620
（0247-57-4634）

30 玉川村
玉川村役場
健康福祉課介護保険係

玉川村全域
石川郡玉川村大字小高
字中畷16-1

0247-37-1024
（0247-57-4824）

29 石川町
石川町
地域包括支援センター

石川町全域 石川町字渡里沢37-5
0247-26-4606

（0247-57-7003）

28 天栄村
天栄村
地域包括支援センター

天栄村全域
岩瀬郡天栄村大字下松本
字原畑61番地

0248-82-3833
（0248-94-6733）

27 天栄村
天栄村健康保健センターへるす
ぴあ

天栄村全域
岩瀬郡天栄村大字下松本
字東田23

0248-82-3800
（0248-82-3545）

26 天栄村
天栄村
住民福祉課福祉係

天栄村全域
岩瀬郡天栄村大字下松本
字原畑78

0248-82-2115
（0248-81-1008）

25 鏡石町
鏡石町
地域包括支援センター「あんし
んかん」

鏡石町全域
岩瀬郡鏡石町中央73番地
鏡石町保健センター内

0248-92-3212
（0248-62-1251）

24 鏡石町 鏡石町福祉こども課 鏡石町全域
岩瀬郡鏡石町中央５９番地
勤労青少年ホーム内

0248-62-2210
（0248-62-6019）

No. 市町村名 推進員配置先 担当区域 配置先所在地
電話番号

（FAX番号）



４ 認知症初期集中支援チーム

23 三春町 三春町立三春病院 三春町全域
0247-73-8180

（0247-62-1128）

24 小野町 小野町地域包括支援センター 町全域
0247-72-2128

（0247-61-6102）

21 古殿町 古殿町地域包括支援センター 古殿町全域
0247-53-4403

（0247-53-4860）

22 三春町 三春町地域包括支援センター 三春町全域
0247-62-8586

（0247-62-8640）

19 浅川町 浅川町保健センター 浅川町全域
0247-36-4722

（0247-36-4732）

20 古殿町 古殿町役場健康福祉課介護保険係 古殿町全域
0247-53-4616

（0247-53-3154）

17 平田村 平田村地域包括支援センター 平田村全域
0247-55-3125

（0247-55-3519）

18 平田村 平田村役場健康福祉課 平田村全域
0247-55-3119

（0247-55-3566）

16 玉川村 玉川村役場健康福祉課介護保険係 玉川村全域
0247-37-1024

（0247-57-4824）

14 天栄村 天栄村地域包括支援センター 天栄村全域
0248-82-3833

（0248-81-1601）

15 石川町
社会福祉法人やまと会　愛恵在宅介護支援セ
ンター

石川町全域
0247-26-0081

（0247-26-0081）

12 天栄村 天栄村住民福祉課福祉係 天栄村全域
0248-82-2115

（0248-81-1008）

13 天栄村 天栄村健康保健センターへるすぴあ 天栄村全域
0248-82-3800

（0248-82-3545）

10 鏡石町 鏡石町福祉こども課 鏡石町全域
0248-62-2210

（0248-62-6019）

11 鏡石町
鏡石町地域包括支援センター
「あんしんかん」

鏡石町全域
0248-92-3212

（0248-62-1251）

8 須賀川市 須賀川長沼・岩瀬地域包括支援センター 長沼・岩瀬地区
0248-67-3113

（0248-67-3134）

9 田村市 田村市地域包括支援センター 田村市全域
0247-68-3737
0247-68-3838
(0247-68-3939)

7 須賀川市 須賀川東部地域包括支援センター 小塩江・大東地区
0248-79-1551

（0248-89-1180）

5 須賀川市 須賀川中央地域包括支援センター 須賀川・浜田地区
0248-88-8215

（0248-88-8212）

6 須賀川市 須賀川西部地域包括支援センター 西袋・稲田・仁井田地区
0248-75-3222

（0248-75-5029）

3 郡山市 社会医療法人　あさかホスピタル
芳賀・小原田、安積、三穂田、田村、郡山東部・中田の地域
包括支援センターの地域

024-945-2530
（024-945-1751）

4 須賀川市 須賀川市市民福祉部長寿福祉課 須賀川市全域
0248-88-8116

（0248-88-8119）

1 郡山市 公益財団法人　星総合病院　　星ヶ丘病院
富田、片平・喜久田、日和田・西田、富久山、湖南地区、熱海
の地域包括支援センターの地域

024-962-9690
（024-962-9691）

2 郡山市 公益財団法人　金森和心会　　針生ヶ丘病院
郡山北部、郡山中央、郡山南部、郡山西部、大槻・逢瀬、大
成・大槻東の地域包括支援センターの地域

024-955-6753
（024-955-6753）

　認知症初期集中支援チームは、地域包括支援センター、認知症疾患医療センターを含む病院、診療所等に配置され、認知症に係る専門的な知
識、技能を有する医師の指導の下、複数の専門職が家族の訴え等により認知症が疑われる人や認知症の人及びその家族を訪問、観察・評価、家
族支援等の初期支援を行います。

No. 市町村名
認知症初期集中支援チーム

連絡・相談窓口
担当区域

電話番号
（FAX番号）



５　認知症カフェ（オレンジカフェ）
 ※新型コロナウイルスの影響により休止している場合があります。問合せ先に御確認をお願いします。

みほたカフェ＆マーケット運
営協議会

三穂田地域包括支
援センター
024-946-1527

13 郡山市 みほたカフェ＆マーケット

毎月16日
（変更になる場
合がありますの
でお問い合わせ
ください）
10:00～11:30

無料
三穂田ふれあいセンター
（郡山市三穂田町富岡字鹿ノ崎
11-1）

医療生協サポートセンター
ひなたぼっこ

医療生協サポートセ
ンター
ひなたぼっこ
024-983-6147

12 郡山市 なみきかふぇ
毎月第２水曜日
14:00～15:30

100円
ハーモニー並木
（郡山市並木五丁目6-7）

社会福祉法人心愛会
ハーモニー並木

社会福祉法人心愛
会
ハーモニー並木
024-991-5767

11 郡山市 ひなたカフェ
毎月第４月曜日
13:00～15:00

200円
Cosse亀田
（郡山市亀田一丁目11-14）

一般財団法人太田熱海病
院

一般財団法人
太田熱海病院
024-984-6868

10 郡山市
森のカフェ
にした

偶数月第4土曜
日
（隔月開催）
14:00～15:30

200円
ケアセンター福祉の杜
（郡山市西田町鬼生田字杉内515-
２）

株式会社あいの里
ケアセンター福祉の杜

株式会社あいの里
ケアセンター福祉の
杜
024-981-1120

9 郡山市 グリーンカフェ
毎月第３金曜日
13:00～15:00

200円
太田熱海病院
（郡山市熱海町熱海五丁目240）

8 郡山市
おいそカフェ
まざっせ

毎月第３土曜日
９:30～11:30

200円
ケアハウスグリーンライフ小磯
（郡山市湖南町舟津字小磯5112-
1）

社会福祉法人太田福祉記
念会

湖南地区地域包括
支援センター
024-992-0291

社会福祉法人南東北福祉
事業団
総合南東北福祉センター八
山田

社会福祉法人　南
東北福祉事業団
総合南東北福祉セ
ンター八山田
024-954-8501

7 郡山市
おれんじかふぇ
うめざわ

毎月第２水曜日
13:30～14：30

200円
総合南東北福祉センター日和田
（郡山市日和田町梅沢字丹波山3-
2）

社会福祉法人南東北福祉
事業団
総合南東北福祉センター日
和田

社会福祉法人南東
北福祉事業団
総合南東北福祉セ
ンター日和田
024-968-1010

6 郡山市
こおりやまオレンジカフェ
やつやまだ

毎月第４土曜日
10:30～11：30

200円
総合南東北福祉センター八山田
（郡山市富久山町八山田字土布池
55-1）

社会福祉法人愛星福祉会
特別養護老人ホーム
星ヶ丘ホーム

社会福祉法人　愛
星福祉会
024-952-6412

5 郡山市
こおりやまオレンジカフェ
チルコロ

毎月第３木曜日
13:30～14：30

200円

介護付有料老人ホーム
カーサ・ヴェッキオ
（郡山市安積町笹川字荒池下3番
41）

社会医療法人
あさかホスピタル

社会医療法人
あさかホスピタル
024-945-1701

4 郡山市
こおりやまオレンジカフェ
♪おしゃべりｶﾌｪ♪

毎月第３水曜日
13:30～14:30

200円
特別養護老人ホーム
星ヶ丘ホーム　多目的ホール
（郡山市片平町妙見舘1番1）

公益財団法人
星総合病院

公益財団法人
星総合病院
総合相談課
024-983-5514

3 郡山市
こおりやまオレンジカフェ
ビッグハート

要問合せ 100円 地域の公民館で開催
一般財団法人郡山医師会
郡山市医療介護病院

富田地域包括支援
センター
024-935-0522

2 郡山市
こおりやまオレンジカフェ
☆キラリ☆

毎月第2･4火曜
日
11:00～12:00

100円
星総合病院
かがやき健康館２階
（郡山市向河原町159番1号）

主催 問合せ先

1 郡山市
こおりやまオレンジカフェ
ポエム

毎月第３日曜日
10:00～11：30

100円
デイサービスセンターポエム
（郡山市安積町荒井雷神山12）

認知症の人と家族の会
デイサービスセンターポエム

認知症の人と家族
の会郡山地区会事
務局（樫村方）
024-945-0518

No 市町村名 カフェ名称 開催日時 参加費 開催場所



玉川村地域包括支援セン
ター

玉川村地域包括支
援センター
0247-57-4620

27 平田村 カフェひだまり
毎月１５日
9:30～11：30

２００円
平田村農業構造改善センター
（平田村大字上蓬田字揚土15）

平田村地域包括支援セン
ター

平田村地域包括支
援センター
0247-55-3125

26 玉川村 カフェやまばと
毎月第４金曜日
10：00～11:30

２００円
玉川村保健センター
（大字 小高字中畷）

天栄村地域包括支援セン
ター

天栄村地域包括支
援センター
0248-82-3833

25 石川町
石川オレンジカフェ「話・
和・輪の広場」

毎月21日
10:00～12:00

２００円 愛恵在宅介護支援センター 社会福祉法人やまと会
愛恵在宅介護支援
センター
0247-26-0081

24 天栄村
こんちゃんカフェ
てんえい（湯本）

毎月第1または2
金曜日
13：00～16：00

無料
湯本デイサービスセンター
（天栄村大字湯本字下原95）

23 天栄村
こんちゃんカフェ
てんえい（本庁）

毎月第1または2
月曜日
13：00～16：00

無料
天栄村健康保健センターへるすぴ
あ
（天栄村大字下松本字東田23）

天栄村地域包括支援セン
ター

天栄村地域包括支
援センター
0248-82-3833

田村市地域包括支援セン
ター

田村市地域包括支
援センター
0247-68-3737
0247-68-3838

22 鏡石町
オレンジカフェあーさー
♪

毎月最終金曜日
10：00～12：00

100円
ウエルシア薬局岩瀬鏡石店（ウエ
ルカフェ）

鏡石町地域包括支援セン
ター「あんしんかん」

鏡石町地域包括支
援センター
「あんしんかん」
0248-92-3212

21 田村市
～ふれあいカフェ～
『ひまわり』

毎月第1金曜日
（変更になる場
合があります）
10：00～12：00

100円
おおごえふるさと館１階
（田村市大越町上大越字水神宮
62-1）

社会福祉法人うつみね福祉
会

須賀川東部地域包
括支援センター
0248‐79‐1551

20 田村市 は～とカフェ
毎月第3日曜日
13:30～15:00

200円
は～と交流館
（田村市船引町東部台6丁目46　Ｊ
Ａ福島さくら　は～とらいふ船引）

ＪＡ福島さくら　は～とらいふ
船引

ＪＡ福島さくら
は～とらいふ船引
0247-73-8580

19 須賀川市 ぽんぽこカフェ
(1～3月除く)毎
月第3火曜日
13：30～15：30

２００円
東部地域包括支援センター(須賀
川市小作田字仲田23-1)

特定非営利活動法人豊心
会

つくしディサービス
歩0248-63-9350

18 須賀川市 ゆーりんカフェ
毎月第3木曜日
13:30～15:30

２００円

偶数月：長沼公民館（須賀川市長
沼字鹿之内入2-4）
奇数月：岩瀬公民館（須賀川市柱
田字中地前22（岩瀬市民サービス
センター内））

社会福祉法人岩瀬福祉会
須賀川長沼･岩瀬地
域包括支援センター
0248-67-3113

17 須賀川市 ボータンカフェ
毎月第3水曜日
13:30～15:30

２００円
牡丹会館（須賀川市牡丹園68（牡
丹園内））

社会福祉法人郡山福祉会
うねめの里はるひめ
024-953-3285

16 須賀川市
ボータンカフェ
かわせみ

毎月第3木曜日
13:30～15:30

２００円
須賀川市民温泉（須賀川市茶畑町
71）

社会福祉法人須賀川市社
会福祉協議会

須賀川市社会福祉
協議会
0248-88-8211

15 郡山市 YYカフェ
第３土曜日
13:30～15:00

200円
地域密着型特別養護老人ホームう
ねめの里はるひめ
（郡山市片平町字妙見舘１０－１）

14 郡山市 オレンジカフェみらい

偶数第３日曜日
（隔月開催）
（要問合せ）
10:00～11:30

100円
光の里みらい
（郡山市小原田三丁目16-1）

光の里みらい
光の里みらい
024-973-5432

主催 問合せ先No 市町村名 カフェ名称 開催日時 参加費 開催場所



公立小野町地方綜合病院
公立小野町地方綜
合病院
0247-72-3181

31 古殿町 ふるどのオレンジカフェ

偶数月の25日
9：30～11：30
（令和4年度から
毎月25日時間は
同じ）

無料
その都度設定
（令和4年度から社会福祉協議会
地域交流スペース）

古殿町地域包括支援セン
ター

古殿町地域包括支
援センター
0247-53-4403

30 小野町
オレンジカフェ
（いきいき♪こまちカフェ）

月１回
開催時間不定期

無料 公立小野町地方綜合病院

三春町
町立三春病院
0247-62-3131

29 三春町 Lカフェ
毎月第2火曜日
14：00～15：30

２００円 エルマールガーデン 健院エルキューブ
健院エルキューブ
0120-350-180

28 三春町 オレンジカフェさくら
毎月第１木曜日
10：00～12：00

１００円
三春町立三春病院
(田村郡三春町字六升蒔50)
R4.4月から三春町役場予定

主催 問合せ先No 市町村名 カフェ名称 開催日時 参加費 開催場所



６　認知症疾患医療センター  

７　認知症伴走型支援拠点

1 須賀川市 つむぎの広場
毎週火～金曜日
（祝日を除く）
10：00～16：00

須賀川市内
須賀川市森宿字横見根66-7
(グループホームすずらんあかり内)

特定非営利活動法人豊心
会

0248-94-7737

公益財団法人星総合病院
星総合病院

郡山市向河原町
159-1

月曜日から金曜日
（土日、祝日、年末年始を除く）

午前９時から午後５時まで
024-983-5529

医  療  機  関  名 所   在   地 受　付　時　間 電　　話

社会医療法人
あさかホスピタル

（Domani（ドマーニ））

郡山市安積町笹川
字経坦45

月曜日から土曜日
（日曜日、祝日、年末年始を除く）

午前９時から午後５時まで
024-945-1655

No 市町村名 拠点名 開催日時 対象地区 場所 委託先 電話

　認知症伴走型支援拠点とは、認知症グループホームや特別養護老人ホームなどの地域の介護サービス事業所において、認知症の人や
家族に対する専門的な相談や助言等を日常的かつ継続的に行う拠点です。日頃から認知症の人のケアに携わる専門職の方に気軽に相談
することができます。


