
栄町8丁目729番地の4（エールあ
い介護サービス事業所2階）
週１～２階（予約制）
10：00～15：30
各自注文した料理や飲み物代
☎090-3349-0127（エールあい
斎藤）

認知症カフェ

「おれんじ・あい」

稔台7丁目12番地の17
（輝きホーム稔台内）
第4金曜日
14：00～15：30
お茶代：無料
☎047-700-5881（明第1高
齢者いきいき安心センター）

オレンジカフェみのり台

根本393番地の8 根本第二京葉ハ
イツ101号
毎週木曜日
14：00～16：00
お茶代：２００円

☎080-6631-0662（代表：坂
本）

くるみ（Curumi）の会
（若年性認知症・高次脳機能障害）

開催場所、日程等検討中

☎047-346-2500（新松戸
高齢者いきいき安心セン
ター）

花モモカフェ

胡録台358番地の9
（デイサービスワカバ胡録台）
第4土曜日
１３：００～１５：００
お茶代：１００円
☎047-365-3885（デイ
サービスワカバ胡録台 畠山）

ワカバカフェ

上本郷2679（風早会館）
毎週水曜日
13：00～16：00
お茶代：２００円
☎047-382-6294
（明第2東高齢者いきいき
安心センター）

しゃべりば・カフェ

五香西2-35-8 斎藤ビル1階
（五香松飛台高齢者いきいき安心セン
ター隣）
第4水曜日 14：00～15：00
お茶代：無料
☎047-385-3957（五香松飛台高齢
者いきいき安心センター）

いきいき喫茶

馬橋1854-3
（馬橋東市民センター）
第1月曜日および不定日
10：00～12：00
参加費：100円
☎080-3125-7701（代表：友山）

くつろぎカフェふじ

八ヶ崎8-16-1（デイサービ
スグリーンウィズ）
第3土曜日①10：00～12：
00②13：30～16：00

お茶代：１００円
☎047-374-5533（馬橋高
齢者いきいき安心センター）

くつろぎカフェグリー
ン ウィズ

小金原4丁目38番地の6
（せらび小金原公園）
毎週水曜日
13：00～15：00
お茶代：無料
☎047-330-4165
（せらび小金原公園 ）

ぬくもりカフェ

常盤平6丁目1番地の14 ミニコー
プ常盤平店2階
第1・4火曜日
13：00～15：00
お茶代：１００円
☎047-330-6150（常盤平高齢者
いきいき安心センター）

カフェゆうかり

㉒

⑩

② ③

⑲

⑥

東部

矢切

本庁
明第１

明第２東

明第２西 馬橋

馬橋西

新松戸
小金

小金原

常盤平

六実六高台五香松飛台

⑨

常盤平団地

㉑

⑦
①

旭町1-174（シニア交流セン
ター）
不定期開催（お問い合わせくだ
さい）
お茶代：１００円
☎047-711-9430（馬橋西
高齢者いきいき安心センター）

カフェ・ド・来居所
（カフェ・どっこいしょ）

栄町6丁目443番地の9（デイサー
ビスふらわーはうす）
木曜日(月1回)
11：30～15：０0
お茶代：１００円
☎047-382-5707（明第２西高
齢者いきいき安心センター）

ほっとカフェ

久保平賀241-8
（デイサービス絆）

第4日曜日
14：00～16：00
お茶代：１００円
☎047-343-8690
（小金地区社会福祉協議会）

街カフェ ～絆～

栗ヶ沢７８９－２２ （小金原高齢
者いきいき安心センター）
毎週水曜日
13：00～15：00
お茶代：無料
☎047-383-3111（小金原高齢者
いきいき安心センター）

栗カフェ/栗カフェ・ガーデン

紙敷297-2（プレミア東松戸）
第２日曜日
14：00～16：０0
お菓子代：３００円
（お菓子不要な方は無料）
☎047-712-1165（プレミア
東松戸内）

梨の実

六高台2丁目19番地の2
第2火曜 13：30～15：00
お茶代：無料
☎047-386-6357（六高台福祉
会）

カフェ・ド・オランジュ

松寿園

⑪
⑫

⑬

⑭

⑯

⑰

上矢切293（第２町会集会所）
第1木曜日
13：30～15：30
お茶代：２００円
☎090-9848-8231

（代表：船木 佳枝）

コミニュティカフェ「えんがわ」

⑳

牧の原2丁目312番地（ひまわりの
丘デイホーム）
第2日曜日
14：00～16：00
お茶代：１００円
☎090-2471-6389(松栄会梶原)

Cafe de  ひまわり

④

⑤
㉓

栄町西3-1048-2（笑顔のおうち
クリニック松戸内）
第4土曜日 1３：00～15：30

※7、８月は夏季休業
参加費：１００円
☎047-703-1275（特別養護老
人ホーム秋桜）

珈琲Café ぶらり

松戸市認知症カ
フェ（オレンジ・カ
フェ）MAP R3.9月

上矢切299-1総合福祉会館2階
第1月曜日
※祝日の場合は第2月曜日
14：00～15：30
お茶代：無料
☎047-710-6025（矢切高齢者
いきいき安心センター）

サロンわたし

① ② ③ ④ ⑤ ⑥

⑦

⑨

⑩

⑪

⑫⑬⑯⑰⑱

⑱⑲

⑳

㉑

㉒

㉓

現在休止中のカフェがあります。
事前にお問い合わせください。

金ヶ作99-6
第4木曜 （祝日の場合、第5木曜へ
振替）13：00〜15：00
参加費：無料
☎ 080-1099-9447（まつど暮ら
しの保健室代表）

認知症家族サポートサロン（まつ
ど暮らしの保健室＠みんなんち）

稔台7丁目1番地の5 稔台市
民センター
第2金曜 13：30～15：00
※3金曜になることもあります。
参加費：無料 ☎ 047-
700-5881（明第1高齢者い
きいき安心センター）

みのり台オレンジサロン⑮

⑧

⑧

⑭

⑮



松戸市認知症カフェ（オレンジ・カフェ）
一覧

2021.8月版

現在休止や内容を変更している場合があります。
事前にお問い合わせください。

カフェ名称 活動内容

⓵カフェ・ド・来居所

（カフェ・どっこいしょ）

参加費用 開催日時

⓶花モモカフェ

参加費用 開催日時

⓷街カフェ　～絆～

参加費用 開催日時

⓸ぬくもりカフェ

参加費用 開催日時

⓹くつろぎカフェ

グリーンウィズ

参加費用 開催日時

検討中

以前は、病院1階にある喫茶店の一角で

ゆっくりおしゃべりできる場を開いてい

ましたが、喫茶店の閉鎖に伴い、休止中

です。

花モモカフェの開催場所等、現在検討準

備中です。

問い合わせ先

047-346-2500

新松戸高齢者いきいき安心センター

住所

旭町1-174（シニア交流センター）

四季折々の食べ物や飲み物で季節感を感

じてもらえる様に演出し、地域の方々と

の交流の機会を提供しています。

平均参加人数：30名

問い合わせ先

047-711-9430

馬橋西高齢者いきいき安心センター

お茶代

100円
不定期開催

無料
毎週水曜日

13：00～15：

00

お茶代

100円

第３土曜日

10：00～

13：30～

久保平賀241-8（デイサービス絆）
H30.６月にオープンしたカフェ。

こどもから高齢者まで誰でも気軽に集え

る場所を目指している。おしゃべりを中

心としてるが、今後は参加者の希望を取

り入れながら活動していく予定。

平均参加人数：30名

問い合わせ先

047-343-8690

小金地区社会福祉協議会

お茶代

100円

第4日曜日

14：00～16：

00

小金原4丁目38番地の6

（せらび小金原公園） 施設のリビングで開催されている。参加

者はお茶を飲みながらおしゃべりした

り、貼り絵をして楽しい時間を過ごして

いる。

平均参加人数：5名

問い合わせ先

047-330-4165せらび小金原公園

八ヶ崎8-16-1

（デイサービスグリーンウィズ
デイサービスのスペースを借りて開催さ

れる、ゆったり落ち着いた雰囲気のカ

フェ。誰でも参加が可能で、気軽なお

しゃべりの場所として開催中。介護の困

りごと、ちょっとした世間話も。希望者

には近所の洋菓子屋さんから仕入れたプ

チ菓子の販売も行っている。

平均参加人数：10名

問い合わせ先

047-374-5533

馬橋高齢者いきいき安心センター

⓺くつろぎカフェふじ

参加費用 開催日時

⓻栗カフェ

（栗カフェ・ガーデン）

参加費用 開催日時

⓼認知症家族サポートサロ

ン（まつど暮らしの保健室

＠みんなんち）

参加費用 開催日時

⑨カフェゆうかり

参加費用 開催日時

⑩カフェ・ド・オランジュ

松寿園

参加費用 開催日時

問い合わせ先

080-3125-7701

代表：友山

栗ヶ沢789-22（小金原高齢者いきいき安心

センター） お茶を飲みながら、囲碁・将棋・編み物

など好きなことをする場所となってい

る。

みんなでおしゃべりでき、楽しい時間を

過ごしている。

平均参加人数：7名

問い合わせ先

047-383-3111

小金原高齢者いきいき安心センター

参加費

100円

第1月曜日および不

定日

10：00～1２：

00

無料
毎週水曜日

13：00～15：

00

お茶代100円
第1・4火曜日

13：00～15：

00

無料
第2火曜日

13：30～15：

00

常盤平6丁目1番地の14

（ミニコープ常盤平店2階）

金ヶ作99-6

・認知症当事者の居場所（コミュニケー

ション・役割の創出）

・認知症家族の相談会

・認知症予防教室

※ケアマネジャー、介護福祉士、理学療

法士、そして、現役介護者や介護経験者

がいます。

平均参加人数：　４名

問い合わせ先

☎ 080-1099-9447

（まつど暮らしの保健室代表 松村）

無料

第4木曜（祝日の場

合、第5木曜へ振替）

13：00〜15：00

誰でも参加が可能で、お話中心のテーブ

ル、手芸中心のテーブルが用意されてい

るので、好みに合わせて参加ができる。

男女ともに楽しい時間を過ごしている。

平均参加人数：13名

問い合わせ先

047-330-6150

常盤平高齢者いきいき安心センター

六高台2丁目19番地の2

（特別養護老人ホーム松寿園） 施設の1階で認知症の方や家族、地域の方

など誰でも参加でき、集う場所として平

成28年から開催。専門職からの情報提供

から始まり、脳トレやハーモニカの演奏

に合わせて楽しく歌う。コーヒータイム

にはお茶菓子が提供され、交流。

平均参加人数：20名

問い合わせ先

047-386-6357　六高台福祉会

馬橋1854-3（馬橋東市民センター）

地域の拠り所として気軽に何でも話せ

て、誰でも参加できる団らんの場所。地

域のボランティアや民生委員が主体と

なって開催している。参加者はおしゃべ

りしながらお茶を飲んだり、折り紙をし

て指先の運動を楽しんでいる。

平均参加人数：16名弱

カフェ名称 活動内容住所



現在休止や内容を変更している場合があります。
事前にお問い合わせください。

⑪いきいき喫茶

参加費用 開催日時

⑫Café de　ひまわり

参加費用 開催日時

⑬梨の実

参加費用 開催日時

⑭オレンジカフェみのり台

参加費用 開催日時

⑮みのり台オレンジサロン

参加費用 開催日時

⑯しゃべりば・カフェ

参加費用 開催日時

上本郷2679（風早会館）

地域交流カフェとして誰でも参加が可

能。会館が休止期間中は、運動公園での

ラジオ体操やウォーキングに変えて活動

再開。

平均参加人数：20名

問い合わせ先

047-382-6294

明第２東高齢者いきいき安心センター

月曜9時から1時間

参加者は認知症や介護に限らず、健康長

寿に関する話題、さらには自分史や人生

の話題で盛り上がる。自律神経を整える

簡単な体操やハンドセラピーが好評。予

約不要、菓子なしで無料でも参加でき

る。子どもや中高生の参加も歓迎。　平

均参加人数：7名

問い合わせ先

047-712-1165　プレミア東松戸

稔台7丁目12番地の17（輝きホーム稔台） 施設のスペースを借りて開催している。

一人暮らしの方、認知症の方や家族、地

域の方など色々な方が参加している。

日頃の悩み、情報交換、介護に関する事

などお茶をのみながらおしゃべりしてい

る。サロンのような雰囲気で歌やハーモ

ニカ演奏などレクリエーションを開催す

る日もある。

　平均参加人数：20名弱

問い合わせ先

047-700-5881

明第１高齢者いきいき安心センター

五香西2-35-8 　斎藤ビル1階　（五香松飛

台高齢者いきいき安心センター隣）
H30.６月にオープンしたカフェ。

少人数だから気兼ねなく落ち着いて話が

できる場所。

お茶を飲みながら世間話をしたり、介護

に関する相談ができる雰囲気がある。

平均参加人数：5人

問い合わせ先

047-385-3957　五香松飛台高齢者いきい

き安心センター

牧の原2丁目312番地（ひまわりの丘デイホー

ム） デイホームを借りて地域の高齢者が毎月

集まっている。

地域のボランティアが主体となって運営

しており、アットホームな雰囲気の中、

交流を楽しんでいる。

平均参加人数：6～７名

問い合わせ先

090-2471-6389　松栄会　梶原

第2日曜日

14：00～16：

00

紙敷297-2

（特別養護老人ホームプレミア東松戸）

無料
第4金曜日

14：00～15：

30

無料
第４水曜日

14：00～15：

00

お茶代

100円

第2日曜日

14：00～16：

00

お菓子代

300円

稔台7丁目1番地の5　稔台市民センター お一人暮らしの方、認知症の方やその家

族、地域の方など、どなたでもご参加い

ただける集いの場です。日ごろの悩み、

情報交換、介護に関することなど、お話

をしましょう。

平均参加人数：　８名

写真なし
提供があり次第

掲載します

問い合わせ先

 047-700-5881

明第1高齢者いきいき安心センター

無料

第2金曜日　※第3金

曜の場合もあり。

13：30～15：00

⑰ワカバカフェ

参加費用 開催日時

⑱サロンわたし

参加費用 開催日時

⑲コミニュティカフェ「え

んがわ」

参加費用 開催日時

⑳くるみ（Curumi）の会

（若年性認知症・高次脳機

能障害）

参加費用 開催日時

㉑ほっとカフェ

参加費用 開催日時

根本393番地の8　根本第二京葉ハイツ101

号 若年性認知症や高次脳機能障害の方が集

える場所として、松戸市役所すぐ隣の建

物１階にH29年オープン。居住地や年齢

は不問。相談したり、世間話をしたり楽

しい時間を過ごしている。体操や歌、手

話たまにイベント（落語など）を実施。

平均参加人数：8名

問い合わせ先

080-6631-0662　代表：坂本

栄町6-443-9

（デイサービスふらわーはうす）
H30.6月にオープン。認知症の方やご家

族、地域の方もふらっと気兼ねなく参加

できる。オカリナ演奏を聴いたり、歌を

歌ったり、普段とは少し違った時間を過

ごせるカフェを目指す。平均参加人数：

30名

問い合わせ先

047-382-5707

明第2西高齢者いきいき安心センター

お茶代

100円

木曜日（月1回）

11：30～15：

00

お茶代

200円

毎週木曜日

14：00～16：

00

上矢切299-1総合福祉会館2階

誰でも参加でき、地域住民の交流の場と

なっている。参加人数も多く、おしゃべ

りの他、口腔体操やキーボードに合わせ

て5～７曲ほど歌い、楽しく盛り上がって

いる。

平均参加人数：25名

問い合わせ先

047-710-6025

矢切高齢者いきいき安心センター

上矢切２９３（第２町会集会所） 地域住民に限らず、どなたでも参加可

能。ご縁を結び会える交流の場で、その

時の最新情報をＰＣ・プロジェクター使

用で取り入れ、年齢を問わず気軽に参加

出来る様に参加者の希望を入れながら、

元気に楽しんでいる。

問い合わせ先

090-9848-8231代表：船木佳枝

胡録台358番地の9

（デイサービスワカバ胡録台） デイサービス内で開催している。認知症

の方や家族、地域の方も参加が可能。開

催時にはイベントとして懐かしい給食や

押し花教室を実施することもある。

平均参加人数：10名

問い合わせ先

047-365-3885

デイサービスワカバ胡録台　畠山

お茶代

無料

第1月曜日（祝日の

場合は第２月曜）

14:00～15:30

お茶代200円
第1木曜日13：30

～15：30

お茶代

100円

第4土曜日

13:00～15:00

カフェ名称 活動内容住所 カフェ名称 活動内容住所



現在休止や内容を変更している場合があります。
事前にお問い合わせください。

㉒おれんじ・あい

参加費用 開催日時

㉓珈琲Caféぶらり

参加費用 開催日時

紹介による会員制として、予約制で週1～

2回開催。食事やお茶をしながら、認知症

予防等の勉強会を開いたり、カフェや畑

で交流をしている。

問い合わせ先

090-3349-0127

エールあい介護サービス　斎藤

栄町西3-1048-2

（笑顔のおうちクリニック松戸内）
のんびり、ぶらりと誰でも立ち寄ること

ができるカフェ。おしゃべりOK、読書

OK、勉強OK、居眠りOK　そんな集い

の場。

毎月イベント開催中（イベントへの参加

費は別途）。

“ぶらり”と遊びにきてほしい。

平均参加人数：２５名

問い合わせ先

047-703-1275

特別養護老人ホーム秋桜

各自注文した料理や飲

み物代
週１～２（予約制）

お茶代

100円

第４土曜日

13：00～15：

30

栄町8丁目729番地の4（エールあい介護サー

ビス事業所２階）

カフェ名称 活動内容住所


	スライド番号 1
	スライド番号 2
	スライド番号 3
	スライド番号 4

