
＜県北地域＞

１　市町村

２　地域包括支援センター

20 福島市
福島市吾妻東
地域包括支援センター

吾妻支所（笹木野・八島田・上野
寺・下野寺・東西南北中央）

〒960-8057
福島市笹木野字水口下13-1

024-555-3522
（555-3506）

19 福島市
福島市信夫
地域包括支援センター

信夫支所
〒960-1107
福島市上鳥渡字北河原2-1

024-593-0151
（593-0304）

18 福島市
福島市松川
地域包括支援センター

松川支所
〒960-1241
福島市松川町字産子内1-1

024-567-5840
（567-5839）

17 福島市
福島市飯坂東
地域包括支援センター

飯坂支所（湯野・東湯野）
〒960-0211
福島市飯坂町湯野字梁尻1-1

024-542-8411
（543-1141）

16 福島市
福島市飯坂北
地域包括支援センター

飯坂支所（飯坂町・中野・大笹生
の一部）
茂庭出張所

〒960-0261
福島市飯坂町中野字高田前２-16

024-573-6077
（573-6079）

15 福島市
福島市飯坂南
地域包括支援センター

飯坂支所（平野）
〒960-0231
福島市飯坂町平野字小深田1-5

024-542-8779
（543-1693）

14 福島市
福島市西部
地域包括支援センター

西支所
土湯温泉町支所

〒960-2157
福島市土湯温泉町字坂ノ上23

024-594-5800
（595-2181）

13 福島市
福島市吉井田
地域包括支援センター

吉井田支所
〒960-8165
福島市吉倉字谷地36-1

024-546-6222
（573-8737）

12 福島市
福島市北信西
地域包括支援センター

北信支所
（本内･丸子・鎌田・北矢野目・南
矢野目）

〒960-0103
福島市本内字西河原５-７６

024-552-5544
（552-1780）

11 福島市
福島市東部
地域包括支援センター

東部支所
〒960-8202
福島市山口字梅本11-1

024-536-5001
（563-5632）

10 福島市
福島市北信東
地域包括支援センター

北信支所（瀬上町・宮代・下飯
坂・沖高）

〒960-0101
福島市瀬上町字前川原37-11

024-553-1555
（554-4581）

9 福島市
福島市信陵
地域包括支援センター

信陵支所
〒960-0251
福島市大笹生字向平6-1

024-558-7867
（558-7865）

8 福島市
福島市清水西
地域包括支援センター

清水支所（森合（野田町一部含
む）・南沢又（松川以南））

〒960-8254
福島市南沢又字水門下160-3

024-591-4876
（591-4885）

7 福島市
福島市清水東
地域包括支援センター

清水支所（泉・御山・北沢又・南
沢又（松川以北））

〒960-8251
福島市北沢又字番匠田5

024-558-7300
（557-7502）

6 福島市
福島市蓬莱
地域包括支援センター

蓬萊支所
〒960-8156
福島市田沢字入20

024-547-2345
（547-2263）

5 福島市
福島市杉妻
地域包括支援センター

杉妻支所
〒960-8151
福島市太平寺字町ノ内30

024-573-8130
（573-8221）

4 福島市
福島市渡利
地域包括支援センター

渡利支所
〒960-8141
福島市渡利字中江町29-3

024-515-3135
（522-9870）

3 福島市
福島市中央西
地域包括支援センター

本庁管内（第６）
〒960-8055
福島市野田町一丁目12-72

024-563-4880
（563-7850）

2 福島市
福島市中央東
地域包括支援センター

本庁管内（第３）
〒960-8116
福島市春日町14-14

024-525-7888
（525-1182）

電話番号
（FAX番号）

1 福島市
福島市中央
地域包括支援センター

本庁管内（第１・第２・第４・第５）
〒960-8002
福島市森合町10-1

024-533-8891
（533-2827）

8 大玉村 健康福祉課　
〒969-1392
安達郡大玉村玉井字星内70

0243-48-3131
（0243-48-3137）

No 市町村名 施　　設　　名 担当地域 所　　在　　地

6 国見町 福祉課
〒969-1792
伊達郡国見町大字藤田字一丁田二1番７

024-585-2125
（024-585-2181）

7 川俣町 保健福祉課
〒960-1492
伊達郡川俣町字五百田30番地

024-566-2111
（024-566-2438）

№ 市町村名 課名 所在地
電話番号

（FAX番号）

1 福島市 長寿福祉課
〒960-8601
福島市五老内町３番１号

024-529-5064
（024-526-3678）

4 本宮市 高齢福祉課　
〒969-1151
本宮市本宮字千代田60番地1

0243-24-5204
（0243-33-6620）

5 桑折町 健康福祉課
〒969-1692
伊達郡桑折町大字谷地字道下22番地7

024-582-1134
（024-582-1028）

2 二本松市 高齢福祉課
〒964-8601
二本松市金色403番地1

0243-23-1111
（0243-22-1547）

3 伊達市 高齢福祉課
〒960-0692
伊達市保原町字舟橋180番地

024-575-1125
（024-576-7199）

県北地域の市町村
福島市、二本松市、伊達市、

本宮市、桑折町、国見町、

川俣町、大玉村



３　認知症地域支援推進員

8 福島市 福島市清水西地域包括支援センター
清水支所（森合（野田町一部含
む）・南沢又（松川以南））

福島市南沢又字水門下160-3
024-591-4876

（024-591-4885）

7 福島市 福島市清水東地域包括支援センター
清水支所（泉・御山・北沢又・南
沢又（松川以北））

福島市北沢又字番匠田5
024-558-7300

（024-557-7502）

6 福島市 福島市蓬莱地域包括支援センター 蓬萊支所 福島市田沢字入20
024-547-2345

（024-547-2263）

5 福島市 福島市杉妻地域包括支援センター 杉妻支所 福島市太平寺字町ノ内30
024-573-8130

（024-573-8221）

4 福島市 福島市渡利地域包括支援センター 渡利支所 福島市渡利字中江町29-3
024-515-3135

（024-522-9870）

3 福島市 福島市中央東地域包括支援センター 本庁管内（第６） 福島市春日町14-14
024-525-7888

（024-525-1182）

2 福島市 福島市中央西地域包括支援センター 本庁管内（第３） 福島市野田町一丁目12-72
024-563-4880

（024-563-7850）

1 福島市 福島市中央地域包括支援センター 本庁管内（第１・第２・第４・第５） 福島市森合町10-1
024-533-8891

（024-533-2827）

　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）

40 大玉村
大玉村
地域包括支援センター

大玉村全域
〒969-1392
安達郡大玉村玉井字台36-1番地

0243-48-4850
（0243-48-4851）

39 川俣町
川俣町
地域包括支援センター

川俣町全域
〒960-1406
伊達郡川俣町大字鶴沢字川端2-4

024-538-2600
（024-538-2601）

38 国見町
国見町
地域包括支援センター

国見町全域
〒969-1761
伊達郡国見町大字藤田字観月台15
（国見町観月台文化センター内）

024-585-2702
（024-585-2708）

37 桑折町
桑折町
地域包括支援センター

桑折町全域
〒969-1643
伊達郡桑折町大字谷地字道下22番地

024-582-1188
（024-581-0256）

36 本宮市
本宮市白沢
地域包括支援センター

和田、糠沢、白岩、長屋、稲沢、
松沢

〒969-1205
本宮市和田字戸ノ内321番地
カサーレ1Ｆ

0243-24-5131
（0243-24-5254）

35 本宮市
本宮市本宮第二
地域包括支援センター

青田、荒井、仁井田、
岩根、関下

〒969-1107
本宮市青田字花掛20番地

0243-34-3344
（0243-34-3307）

34 本宮市
本宮市本宮第一
地域包括支援センター

本宮・高木地区
〒969-1131
本宮市本宮字南町裡129番地

0243-24-6220
（0243-24-6221）

33 伊達市 【同センター出張窓口】 月舘地域
〒960-0902
伊達市月舘町月舘字関ノ下12-1
月舘保健福祉センター「やまゆり」内

024-573-3113
（024-571-1407）

32 伊達市
伊達市霊山・月舘
地域包括支援センター

霊山・月舘地域
〒960-0801
伊達市霊山町掛田字町田14-5
霊山総合福祉センター「茶臼の里」内

024-586-1323
（024-586-3713）

31 伊達市
伊達市保原
地域包括支援センター

保原地域
〒960-0665
伊達市保原町字岡代10-1
プライムケア桃花林敷地内

024-574-4774
（024-574-4811）

30 伊達市
伊達市梁川
地域包括支援センター

梁川地域
〒960-0776
伊達市梁川町字東土橋65-1
特別養護老人ホーム「梁川ホーム」内

024-572-4872
（024-577-6115）

29 伊達市
伊達市伊達
地域包括支援センター

伊達地域
〒960-0502
伊達市箱崎字川端7
伊達ふれあいセンター内

024-551-2144
（024-551-2366）

28 二本松市
二本松市東和
地域包括支援センター

東和中学校区
〒964-0111
二本松市太田字荻ノ田35番地1

0243-61-7100
（0243-61-7112）

27 二本松市
二本松市岩代
地域包括支援センター

小浜中学校区
岩代中学校区

〒964-0314
二本松市西勝田字杉内10番地

0243-24-5272
（0243-24-5273）

26 二本松市
二本松市安達
地域包括支援センター

安達中学校区
〒969-1404
二本松市油井字濡石1番地2

0243-23-8267
（0243-23-9046）

25 二本松市
二本松市二本松第３
地域包括支援センター

二本松第三中学校区
(羽石、木藤次郎内を含む）

〒964-0867
二本松市住吉100番地

0243-62-7520
（0243-62-7521）

24 二本松市
二本松市二本松第２
地域包括支援センター

二本松第二中学校区
〒964-0938
二本松市安達ヶ原一丁目291番地１

0243-24-5567
（0243-24-5568）

23 二本松市
二本松市二本松第１
地域包括支援センター

二本松第一中学校区
（羽石、木藤次郎内を含まない）

〒964-0871
二本松市成田町一丁目867番地

0243-62-2223
（0243-62-7655）

22 福島市
福島市立子山・飯野
地域包括支援センター

立子山支所・飯野支所
〒960-1301
福島市飯野町字西宮平25-1

024-562-4110
（562-4666）

21 福島市
福島市吾妻西
地域包括支援センター

吾妻支所（李平・町庭坂・在庭
坂・二子塚・土船・庄野・桜本）

〒960-2262
福島市在庭坂字志津山6-1

024-591-3708
（591-3959）

No 市町村名 施　　設　　名 担当地域 所　　在　　地
電話番号

（FAX番号）



40 大玉村 大玉村地域包括支援センター 村全域 大玉村玉井字台36-1
0243-48-4850

（0243-48-4851）

39 川俣町 川俣町地域包括支援センター 川俣町全域 伊達郡川俣町大字鶴沢字川端2-4
024-538-2600

（024-538-2601）

38 国見町 国見町地域包括支援センター 国見町全域
国見町大字藤田字観月台15
（国見町観月台文化センター内）

024-585-2702
（024-585-2708）

37 桑折町 桑折町地域包括支援センター 桑折町全域 桑折町大字谷地字道下22
024-582-1188

（024-581-0256）

36 本宮市 白沢地域包括支援センター
和田・糠沢・白岩・長屋・稲沢・松
沢地区

本宮市和田字戸ノ内321　カサーレ
1階

0243-24-5131
（0243-24-5254）

35 本宮市 本宮第二地域包括支援センター
青田・荒井・仁井田・岩根・関下
地区

本宮市青田字花掛20
0243-34-3344

（0243-34-3307）

34 本宮市 本宮第一地域包括支援センター 本宮・高木地区 本宮市本宮字南町裡129
0243-24-6220

（0243-24-6221）

33 伊達市 【同センター月舘出張窓口】 月舘地域
伊達市月舘町月舘字関ノ下1２－1
月舘保健福祉センター「やまゆり」
内

024-573-3113
（024-571-1407）

32 伊達市
伊達市霊山・月舘地域包括支援セン
ター

霊山・月舘地域
伊達市霊山町掛田字町田1４－５
霊山総合福祉センター「茶臼の里」
内

024-586-1323
（024-586-3713）

31 伊達市 伊達市保原地域包括支援センター 保原地域
伊達市保原町字岡代10－1
（プライムケア桃花林敷地内）

024-574-4774
（024-574-4811）

30 伊達市 伊達市梁川地域包括支援センター 梁川地域
伊達市梁川町字東土橋６５－1
特別養護老人ホーム「梁川ホー
ム」内

024-572-4872
（024-577-6115）

29 伊達市 伊達市伊達地域包括支援センター 伊達地域
伊達市箱崎字川端７
伊達ふれあいセンター内

024-551-2144
（024-551-2366）

28 二本松市 二本松市東和地域包括支援センター 東和中学校区 二本松市太田字荻ノ田35番地1
0243-61-7100

（0243-61-7112）

27 二本松市 二本松市岩代地域包括支援センター
小浜中学校区
岩代中学校区

二本松市西勝田字杉内10番地
0243-24-5272

（0243-24-5273）

26 二本松市 二本松市安達地域包括支援センター 安達中学校区 二本松市油井字濡石1番地2
0243-23-8267

（0243-23-9046）

25 二本松市
二本松市二本松第３地域包括支援セ
ンター

二本松第三中学校区
(羽石、木藤次郎内を含む）

二本松市住吉100番地
0243-62-7520

（0243-62-7521）

24 二本松市
二本松市二本松第２地域包括支援セ
ンター

二本松第二中学校区
二本松市安達ヶ原一丁目291番地
１

0243-24-5567
（0243-24-5568）

23 二本松市
二本松市二本松第１地域包括支援セ
ンター

二本松第一中学校区
（羽石、木藤次郎内を含まない）

二本松市成田町一丁目867番地
0243-62-2223

（0243-62-7655）

22 福島市
福島市立子山・飯野地域包括支援セ
ンター

立子山支所・飯野支所 福島市飯野町字西宮平25-1
024-562-4110

（024-562-4666）

21 福島市 福島市吾妻西地域包括支援センター
吾妻支所（李平・町庭坂・在庭
坂・二子塚・土船・庄野・桜本）

福島市在庭坂字志津山6-1
024-591-3708

（024-591-3959）

20 福島市 福島市吾妻東地域包括支援センター
吾妻支所（笹木野・八島田・上野
寺・下野寺・東西南北中央）

福島市笹木野字水口下13-1
024-555-3522

（024-555-3506）

19 福島市 福島市信夫地域包括支援センター 信夫支所 福島市上鳥渡字北河原2-1
024-593-0151

（024-593-0304）

18 福島市 福島市松川地域包括支援センター 松川支所 福島市松川町字産子内1-1
024-567-5840

（024-567-5839）

17 福島市 福島市飯坂東地域包括支援センター 飯坂支所（湯野・東湯野） 福島市飯坂町湯野字梁尻1-1
024-542-8411

（024-543-1141）

16 福島市 福島市飯坂北地域包括支援センター
飯坂支所（飯坂町・中野・大笹生
の一部）
茂庭出張所

福島市飯坂町中野字高田前2-16
024-573-6077

（024-573-6079）

15 福島市 福島市飯坂南地域包括支援センター 飯坂支所（平野） 福島市飯坂町平野字小深田1-5
024-542-8779

（024-543-1693）

14 福島市 福島市西部地域包括支援センター
西支所
土湯温泉町支所

福島市土湯温泉町字坂ノ上23
024-594-5800

（024-595-2181）

13 福島市 福島市吉井田地域包括支援センター 吉井田支所 福島市吉倉字谷地36-1
024-546-6222

（024-573-8737）

12 福島市 福島市北信西地域包括支援センター
北信支所
（本内･丸子・鎌田・北矢野目・南
矢野目）

福島市本内字西河原5-76
024-552-5544

（024-552-1780）

11 福島市 福島市東部地域包括支援センター 東部支所 福島市山口字梅本31-8
024-536-5001

（024-563-5632）

10 福島市 福島市北信東地域包括支援センター
北信支所（瀬上町・宮代・下飯
坂・沖高）

福島市瀬上町字前川原37-11
024-553-1555

（024-554-4581）

9 福島市 福島市信陵地域包括支援センター 信陵支所 福島市大笹生字向平6-1
024-558-7867

（024-558-7865）

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

　
適

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。

024-545-6312敬愛シニアガーデン桜堤
敬愛セントラルデイ
（中町3-20）

100円

第3日曜日また
は第4日曜日
14～16時（実施
時間は不定期）

オレンジカフェセントラル福島市3

福島市蓬莱地域包括支
援センター

024-547-23456 福島市 みんなのSunSunカフェ
第4木曜日
13時30分～15時
（1、2月は除く）

100円
蓬莱学習センター分館１階講義
室
（蓬莱町4丁目1-1）

わたりケアセンターはな
みずき

024-573-5432

4 福島市 オレンジカフェ「風」
第4日曜日
13時～15時

200円
わたりふれあいセンター
（渡利字番匠町43 ）

認知症の人と家族の会
福島県支部福島地区会

024-522-7886
(4月～521-2760)

4 福島市 ほっこりカフェ
第3土曜日（8、2
月は除く）9時30
分～11時

200円
わたりケアセンターはなみずき
（渡利字中江町29-3）

すこやか福祉会地域
サービス課

024-531-17002 福島市 オレンジカフェあかり 不定期 100円
すこやか福祉会すこやか広場等
（松木町14-2エリートイン松木1
階）

主催 問合せ先

1 福島市 みんなのカフェ
第４木曜日
13時30分～14時
45分

100円
松ヶ丘ビル5階羽山ヒルズラウン
ジ
（栄町1-28）

医療法人湖山荘あずま
通りクリニック

024-572-4611

No. 市町村名 カフェ名称 開催日時 参加費 開催場所

15 川俣町 川俣町地域包括支援センター 川俣町全域
024-538-2600

（024-538-2601）

16 大玉村 大玉村地域包括支援センター 村全域
0243-48-4850

（0243-48-4851）

13 本宮市 医療法人　落合会　東北病院 本宮市全域
0243-33-2588

（0243-33-4658）

14 桑折町、国見町 公立藤田総合病院 桑折町・国見町全域
024-563-6763

（024-585-2211）

11 伊達市 伊達市霊山・月舘地域包括支援センター 霊山・月舘地域
024-586-1323

（024-586-3713）

12 伊達市 【同センター月舘出張窓口】 月舘地域
024-573-3113

（024-571-1407）

9 伊達市 伊達市梁川地域包括支援センター 梁川地域
024-572-4872

（024-577-6115）

10 伊達市 伊達市保原地域包括支援センター 保原地域
024-574-4774

（024-574-4811）

7 二本松市 二本松市東和地域包括支援センター 東和中学校区
0243-61-7100

（0243-61-7112）

8 伊達市 伊達市伊達地域包括支援センター 伊達地域
024-551-2144

（024-551-2366）

5 二本松市 二本松市安達地域包括支援センター 安達中学校区
0243-23-8267

（0243-23-9046）

6 二本松市 二本松市岩代地域包括支援センター
小浜中学校区
岩代中学校区

0243-24-5272
（0243-24-5273）

3 二本松市 二本松市二本松第２地域包括支援センター 二本松第二中学校区
0243-24-5567

（0243-24-5568）

4 二本松市 二本松市二本松第３地域包括支援センター
二本松第三中学校区
(羽石、木藤次郎内を含む）

0243-62-7520
（0243-62-7521）

1 福島市 医療法人　湖山荘　あずま通りクリニック 福島市
024-572-4611

（024-572-4612）

2 二本松市 二本松市二本松第１地域包括支援センター
二本松第一中学校区
(羽石、木藤次郎内を含まない）

0243-62-2223
（0243-62-7655）

　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）



リブレ松川高齢者複合施
設

024-573-652221 福島市 オレンジカフェこらんしょ
第3土曜日
10時～12時

100円
リブレ松川高齢者複合施設
（松川町美郷4丁目13-8）

ライフ吉井田看護小.規模
多機能型居宅介護支援
事業所

024-563-6145

20 福島市 くるみカフェ
第4火曜日
14時～15時

300円
地域包括ケアステーション１階
（吉倉字谷地36-1）

福島市吉井田地域包括
支援センター

024-546-6222

19 福島市 ライフ吉井田オレンジカフェ
第3水曜日
10時～12時

無料
地域包括ケア施設ライフ吉井田
（吉倉字谷地73-1）

福島市北信東地域包括
支援センター

024-553-1555

18 福島市 北信カルバリーオレンジカフェ
第2日曜日
13時30分～15時

100円
北信カルバリー協会
（宮代字大屋敷71-1）

北信カルバリー協会 090-9638-7632

17 福島市 ふれあい茶屋　おきたか
第2金曜日
14時～15時30分

100円
すこやかの里おきたか内
(沖高字中島14-1)

福島市信陵地域包括支
援センター

024-558-7867

16 福島市 にんじんカフェ
第4水曜日
14時～15時30分

各自、
飲み物代を
負担

福島厚生会ホリスティカかまた1
階談話室
（鎌田字門丈壇4-1）

北信西認知症カフェ推進
チーム事務局（福島市北
信西地域包括支援セン
ター）

024-552-5544

15 福島市 オレンジカフェカナリア

月曜日
（実施する週は
不定期）
13時30分～15時

無料

地域複合型総合施設生愛会生
活期総合リハビリテーション医療
ケアセンター地域交流館カナリ
ア
（大笹生字向平6－1）

福島市清水東地域包括
支援センター

024-558-7300

14 福島市 ささえ愛カフェ
第2・4木曜日
13時30分～15時
30分

無料
森合区民会館
（森合字戸ノ内33）

特定非営利活動法人ささ
え愛カフェ

024-558-7656

13 福島市
オレンジカフェ
はるの陽

奇数月の第３土
曜日
13時30分～15時

100円
なごみ工房
（北沢又字番匠田5）

訪問看護ステーションし
みず

024-558-8060

12 福島市 小林さん家（女性のみ）
第2・4木曜日
10時～11時30分

600円
民家
（南沢又字松北町2丁目12－7）

あおぞらホームヘルプ
サービス

024-555-2626

11 福島市 やってみっ会（男性のみ）
第1・3木曜日
10時～11時30分

600円
民家
（南沢又字松北町2丁目12－7）

あったかいごとやの 024-539-5553

10 福島市 オレンジカフェ「なごみっこ」
第1・3土曜日
10時～12時

100円
社会福祉法人なごみ喫茶コー
ナー
（太平寺町ノ内30）

福島市杉妻地域包括支
援センター

024-573-8130

9 福島市 カフェとまり木
第2金曜日
14～16時

100円
鳥谷野集会所
（鳥谷野字宮畑8）

株式会社ユアライフ 024-563-4671

8 福島市 フクチャンちオレンジカフェ
第4土曜日
14～16時

100円
フクチャンち通所介護事業所
（伏拝字清水内25）

グループホームフクチャ
ンち

024-546-3627

7 福島市 オレンジカフェシニアガーデン
第3土曜日
14時～16時

100円
ユアライフ交流室
（伏拝字田中19番地７）

No. 市町村名 カフェ名称 開催日時 参加費 開催場所 主催 問合せ先



梁川ケアマネ連絡会 024-572-487236 伊達市 元気カフェ 年2回 無料 梁川町内

伊達市伊達地域包括支
援センター

024-551-2144

35 伊達市 おひさまカフェ 年６回 100円 梁川町内
伊達市梁川地域包括支
援センター

024-572-4872

34 伊達市 心ほっとカフェ
毎月最終水曜日
10：00～12：00

100円
伊達東地区交流館
（伊達市伏黒字一本石41番地2
）

はやまカフェ応援団
二本松市東和地域
包括支援センター
0243-61-7100

33 伊達市 心ほっとカフェ
毎月日曜日(１
回）
10：00～12：00

100円
ももの里みらい
（伊達市沓形18番地1）

伊達市伊達地域包括支
援センター

024-551-2144

32 二本松市 はやまカフェ 毎月第1木曜日 200円

特別養護老人ホーム羽山荘
（二本松市太田字荻ノ田35番地
1）
太田住民センター
（二本松市太田字境田47番地1）

グループホームオハナハ
ウス

0243-24-1153

31 二本松市
オレンジカフェ
ほっと ゆい

毎月第3木曜日
14：00〜16：00

100円
認定こども園　まゆみぷらす
（二本松市油井字石倉80-1）

オレンジカフェ運営委員
会

二本松市安達地域
包括支援センター
0243-23-8267

30 二本松市 オハナカフェ
毎月不定期開催
14：00〜16：00

100円
グループホームオハナハウス
（二本松市高田１-１）

二本松市二本松第２地
域包括支援センター

0243-24-5567

29 二本松市 あだたらカフェ

毎月第3木曜日
（Ｒ2年度は曜日
変更検討））
14:00～15:30

無料
グループホーム天神
（二本松市杉田町一丁目2-1）

二本松市二本松第３地
域包括支援センター

0243-62-7520

28 二本松市 ふれあいカフェ
毎月第2土曜日
10：00〜11：30

100円
ケアハウス芳菊苑　ふれあい館
（二本松市安達ケ原一丁目291-
1）

特別養護老人ホーム
二本松いわしろ紀行

二本松市岩代地域
包括支援センター
0243-24-5272
特別養護老人ホー
ムいわしろ紀行
0243-24-5225

27 二本松市 まんまるカフェ
奇数月第4木曜
日
13：30〜15：30

200円
二本松病院附属介護老人保健
施設　会議室
（二本松市成田町一丁目867)

二本松市二本松第１地
域包括支援センター

0243-62-2223

26 二本松市 オレンジカフェいわしろ

毎月第３金曜日
10：00～11：30
（木曜日開催の
時もあるため、お
問い合わせくだ
さい。）

無料

特別養護老人ホーム二本松い
わしろ紀行１階地域交流ホール
（二本松市西勝田字杉内10番
地）

福島市飯坂北地域包括
支援センター

024-573-6077

25 福島市 聞いてくれっ会
第４木曜日
14時～15時

無料
飯坂薬局
（飯坂町字十綱町7）

福島市飯坂北地域包括
支援センター

024-573-6077

24 福島市 いいざかオレンジカフェ 不定期 200円
「ふるさと」いいざか
（飯坂町字八景3-7 ）

福島市信夫地域包括支
援センター

024-593-0151

23 福島市 しろやまカフェ2号店
偶数月の第３金
曜日
10時～11時30分

200円
あづま脳神経外科病院
（大森字柳下16-1）

福島市信夫地域包括支
援センター

024-593-0151

22 福島市 しろやまカフェ1号店
第2火曜日
14時～15時30分

200円
ハッピー愛ランドおおもり
（大森字下原田45-1）

No. 市町村名 カフェ名称 開催日時 参加費 開催場所 主催 問合せ先



伊達市
認知症予防カフェ
inとみなり

年1回　平日
午前中2時間

開催内容で
異なる

富成地区交流館
（保原町富沢字羽山8）

富成地区交流館
富成女性学級
富成寿会

保原地域
包括支援センター
574-4774

伊達市
柱沢まちづくり
ふれ愛カフェ

年1回　2月第4
土曜日
午後1時30分～3
時30分

100円
柱沢地区交流館
（保原町所沢字東畑100）

柱沢地域まちづくり振興
会
健康福祉部会

指定居宅介護支援
事業所
ファミーユ
575-2400

伊達市
認知症カフェ
in大田

年1回　10月
午後1時30分～3
時30分

開催内容で
異なる

大田地区交流館
（保原町大泉字前原内106-1）

大田地区自治振興会
健康福祉委員会

保原地域
包括支援センター
574-4774

伊達市 桃カフェ
年1～2回
午後1時30分～3
時30分

100円
プライムケア桃花林
認知症専門棟
（保原町字岡代9-1）

プライムケア桃花林 575-0750

伊達市 いずみカフェ
年2回（土曜日）
午前10時30分～
12時

100円
ハッピー愛ランド　ほばら・いず
み
（保原町字泉町9-1）

ハッピー愛ランド
ケアプランセンターはる
か

575-2253

伊達市 桃源カフェ
年1回　平日
午後1時30分～3
時30分

100円
上保原地区交流館
大ホール
（保原町上保原字上ノ原24-1）

上保原地域づくり振興会
保原地域
包括支援センター
574-4774

公立藤田総合病院 024-585-212145 国見町 オレンジカフェ
奇数月第2水曜
日
10:00～11:00

無料
公立藤田総合病院１階オレンジ
ハウス

カフェさとやまボランティ
アグループ

白沢地域包括支援
センター
0243-24-5131

44 桑折町 もんもカフェ 不定期 100円 桑折町内
桑折町地域包括支援セ
ンター

024-582-1188

43 本宮市 カフェさとやま
毎月第１月曜日
10：00～11：00

200円
トレンテ・ビアンコ　（本宮市和田
字戸ノ内158-8）

ひまわりカフェボランティ
ア

本宮第一地域包括
支援センター
0243-24-6220

42 本宮市 あったかカフェまゆみ
毎月第2火曜日
10：00～11：30

200円

まゆみの実
（医療法人落合会　東北病院敷
地内）
（本宮市青田字花掛20）

あったかカフェまゆみボ
ランティアグループ

本宮第二地域包括
支援センター
0243-34-3344

41 本宮市 ひまわりカフェ
毎月第3土曜日
10：00～12：00

200円
ぷらっとホーム
（本宮市本宮字九縄2-5）

伊達市霊山・月舘地域包
括支援センター

024-586-1323

40 伊達市 りんどうカフェ 年2回 100円
特別養護老人ホーム　孝の郷
（伊達市霊山町掛田字明正寺21
番地1）

特別養護老人ホーム
孝の郷

024-586-1540

39 伊達市 オレンジカフェ
年４回開催
(第三木曜日）

150円

掛田まちなかサロン
yottemi(ヨッテミ)
（伊達市霊山町掛田字中町10番
地1）

特別養護老人ホーム
ファミーユ

024-575-2300

38 伊達市
認知症カフェ
in保原

５月～１２月
第２土曜日
13：30～15：０0

１００円

あづま脳神経外科病院付属　ほ
ばらクリニック
（伊達市保原町大泉字小作逢15
番地1）

あづま脳神経外科病院
付属
ほばらクリニック

通所リハビリ部門
024-574-2523

37 伊達市
認知症カフェ
喫茶いどばた

月１回
13：30～15：30

１００円
特別養護老人ホーム　ファミーユ
（伊達市保原町上保原字遍照原
8番地8）

No. 市町村名 カフェ名称 開催日時 参加費 開催場所 主催 問合せ先



６　認知症疾患医療センター  

No. 市町村名 カフェ名称 開催日時 参加費 開催場所 主催 問合せ先

医療法人湖山荘
あずま通りクリニック

福島市栄町1－28
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

024-572-4611

福島県立医科大学 福島市光が丘1番地 ※適宜受付
024-547-1292

（代表）

医療法人辰星会
枡記念病院

二本松市住吉町１００番地
月曜日から 金曜日

（ 土日、 祝日、 年末年始を 除く ）
午前８ 時３ ０ 分から 午後４ 時まで

070-8807-2308（直通）
0243-22-3100（代表）

大玉村地域包括支援セ
ンター

0243-48-4850

医  療  機  関  名 所   在   地 受　付　時　間 電　　話

47 大玉村 ひなたぼっこカフェ

毎月第3水曜日
（月により変動あ
り）
10:00～11:45

無料
大玉村地域包括支援センター
（大玉村玉井字台３６-１）

46 川俣町 かわまたオレンジカフェ 月1回 100円 川俣町内
川俣町地域包括支援セ
ンター

024-538-2600
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