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令和５年４月１日作成 

(令和５年４月～６月) 

カフェ     

 

 

 

 

 
 

中部 夏見地区 ① 運営団体名  オレンジカフェなつみ実行委員会 連絡先 090-5509-5215  
カフェの名称 オレンジカフェなつみ 開設:平成 28 年 6 月 

駐車場:有 
場所 夏見台 4-27-20 〔わかば会館〕 

事前予約:無 
席数:12 席 活動日   毎月第 3 木曜日 13:30～15:30 

活動予定  4/20(木)、5/18(木)、6/15(木) 
【PR】 

認知症のことが知りたい方、介護で悩んでいる方、 
ちょっとおしゃべりして息抜きしたい方、おいしい 
飲み物とお菓子で気軽に情報交換できます。 

ケアマネジャーや認知症ケア専門士がおりますの 
で、気軽にご相談下さい。 
 
【参加費】 
 ４００円 

高根・ 
金杉地区 
 

② 運営団体名  オレンジカフェひまわり🌻実行委員会 連絡先 070-5554-3734 

カフェの名称 オレンジカフェひまわり🌻 開設:令和４年５月 
駐車場:有 

場所  高根公民館(高根町 2885-3) ほか 
    新京成バス「高根小学校」下車徒歩２分 
         「金杉緑地」下車徒歩７分 事前予約:有 

席数:1０席 活動日   毎月第３金曜日 13:00～14:30 
活動予定  4/21(金)、6/16(金) 
【PR】 
 2018 年 1 月より「オレンジお寺カフェ滝不動」として、毎月 1 回、医療介護の専門職
によるミニ講座と相談、および茶話会をしておりましたが、2022 年 5 月から、名前と場
所を変更して再開しました～。 
 Facebook で活動公開中です! 

https://www.facebook.com/orenjicafehimawari/ 
場所の変更や休止の場合がありますので、事前に確 

認下さい。(メール npo.pure@gmail.com) 
なお、高齢者が集いますので、マスク持参でお越し 

下さいね。 
 
【参加費】 
 ３００円 
 

開催一覧表 

 

船橋市認知症カフェＰＲ事業登録 

 

 

オレンジカフェとは 

認知症になってもできる限り住み慣れた地域で暮らし続けることができるよう、認知症の人やその家族、地

域住民、専門職等の誰もが気軽に集い交流することができる場で、市内各地で自主的に開催されています。 

オレンジカフェでは、仲間づくりをしたり、認知症に関する情報の交換と専門職がいるカフェでは相談を受

けることが可能です。もちろんゆっくりお茶を飲むこともできます。 

是非、お近くのオレンジカフェにお立ち寄り下さい。 

※新型コロナウイルスの影響により、開催を見合わせている場合もございます。 

詳細は直接カフェにお問い合わせ下さい。 
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高根台 
地区 

③ 運営団体名  生活クラブ 風の村介護ステーション船橋 連絡先 047-496-7263 

カフェの名称 まつぼっくりサロン 開設 :令和元年 9 月 
駐車場:無 

場所 高根台 2-2-17  事前予約:無 
席数:50 席 活動日   毎月 15 日 11:00～13:00 

活動予定  新型コロナウイルスの影響により未定。 
【PR】 
 月 1 回、団地の集会所をお借りして、地域の方々に安 
心して集まっていただける場所を提供しています。 
ボランティアと一緒に準備した軽食を一緒に食べながら 
困りごとの相談や介護者の相談、また楽しいイベント等 
開催し、楽しい時間を過ごしていただいています。 
2020 年 4 月以降、コロナ禍で開催を見送っており、 
2023 年度もまだ未定です。 
【参加費】 
 無料 

高根台 
地区 

④ 運営団体名 一般社団法人エプロン 連絡先 047-779-4662 

カフェの名称 エプロン高根公団カフェ 開設:令和 2 年 7 月 
駐車場:同商業施設内に有 

場所 高根台 1-2-2 〔高根台プラザ 1 階〕 
事前予約:無 
席数:16 席 

活動日  【常設】10:00～17:00（土日祝日定休） 
      認知症の方を介護していらっしゃる方を対象とした「オレ

ンジカフェ」は平日の午前、夜、Ｚｏｏｍ開催など月に数
回開催しています。 

【PR】 
 「エプロン高根公団カフェ」は、誰でもがおいしいご 
はんやデザートを食べられるカフェに、毎日介護福祉士 
や認知症を理解しているスタッフがいて、「話したい時に 
話ができる」常設の認知症カフェです。 
 介護中の人たちがひとりで介護を抱え込まないようにお 
しゃべりをする時間のオレンジカフェは平日の午前中、夜、 
Ｚｏｏｍで開催しています。 
 また、認知症の方でもご参加いただけるアクティビティ 
の大人の部活もあります。 
 詳しいことはホームページ、Facebook をご覧いただく 
か、直接お問い合わせください。 
 
【参加費】 
 講座によって違いあり。オレンジカフェは５００円 
 

東部 二宮・ 
飯山満 
地区 

⑤ 運営団体名  はさまオレンジカフェ実行委員会 連絡先 047-469-0815 

カフェの名称 はさまオレンジカフェ 開設:平成 28 年 7 月 
駐車場:有 

場所 飯山満町 2-519-3  
〔ケアハウス 市立船橋⾧寿園 カフェテリア〕 事前予約:無 

席数:20 席 活動日   奇数月第 3 木曜日 2 ヵ月に１回 13:30～16:00 
活動予定  5/18(木) 
【PR】   
「はさまオレンジカフェ」は誰もが気軽に立ち寄れ、 
認知症に関すること、昔話や地域のことなどを和や  
かな雰囲気の中でおしゃべりする場所です。 

認知症への相談もでき、介護者や介護卒業生の方 
も参加され、気軽に情報交換をしています。 

予約がなくても大丈夫です。ぜひ立ち寄ってくだ 
さい。  
 
【参加費】 

３００円 
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二宮・ 
飯山満 
地区 

⑥ 運営団体名 社会福祉法人 清和会 連絡先 047-467-6111 

カフェの名称 WANA オレンジカフェ 開設:平成 28 年 6 月 
駐車場:有 

場所 飯山満町 2-681〔特別養護老人ホームワールドナーシングホーム〕 事前予約:有 
(介護相談なら３日前ま
でに) 
席数:未定 

活動日   毎月第１木曜日 14:00～16:30 
活動予定  7/6(木)  ※７月より再開予定 
【PR】 

介護相談(事前予約) 
認知症予防セミナーの開催。 

 
 
 
 
【参加費】 

飲み物 実費 
セミナー参加費 無料 

 
 

三山・ 
田喜野井 
地区 

⑦ 運営団体名  社会福祉法人 六親会 連絡先 047-429-8877 

カフェの名称 オレンジカフェ in 三山 開設:平成 28 年 7 月 
駐車場:無 

場所 循環型で会場を検討中 事前予約:無 
席数:未定 活動日   新型コロナウイルスの影響により未定 

活動予定  再開状況等は直接カフェにお問い合わせください 
【PR】  

認知症の方やご家族及び地域住民の方々が、住み 
慣れた地域の中で気軽に集い、情報交換や気分転換、 
相談ができる場所です。 

運営スタッフには、看護師やケアマネジャー、社 
会福祉士がおり、それ以外にも、福祉用具の相談員 
や地域のボランティアの方々も参加しています。 

認知症の理解、予防のために講話、創作活動や運 
動などを実施して学びながら交流をしていただきます。 
 
 
【参加費】 
 ３００円 
 

三山・ 
田喜野井 
地区 

⑧ 運営団体名  株式会社 東京酸器 連絡先 047-464-6800 

カフェの名称 オレンジカフェ in ディアフレンドならしの 開設:令和元年 12 月 
駐車場:有 

場所 習志野 1-13-17 〔ディアフレンドならしの〕 
事前予約:無 
席数:未定 活動日    新型コロナウイルスの影響により未定 

活動予定   再開状況等は直接カフェにお問い合わせください 
【PR】  

認知症の方、そのご家族、地域住民の方々が出会 
い・ゆるやかに学び・地域につながり認知症になっ 
ても安心して暮らせる地域づくりのきっかけとなる 
ような場づくりを目指しています。気軽に認知症に 
関する情報、自身の不安や心配事を語り合うことが 
出来る環境を整えて参ります。 

関心のある方はどなたでもご参加下さい。 
  
 
【参加費】 
 ２００円  
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習志野台
地区 

⑨ 運営団体名 注文を忘れるＪＡＺＺ喫茶実行委員会 連絡先 047-498-9471 

カフェの名称 注文を忘れるＪＡＺＺ喫茶 開設:令和 4 年 11 月 
駐車場:有 

場所 習志野台 1-11-4 〔コミュニティカフェ あいりす〕 
事前予約:有 
席数:20 席 活動日   毎月最終土曜日 12:00～14:30 

活動予定  4/29(土)、5/27(土)、6/24(土) 
【PR】 
 カフェでのランチ後にジャズバンドの生演奏が 
聞けます。 
 地域の方も自由に参加できます。  
 
 
 
 
 
 
 
【参加費】 
 ランチ ６００円 ドリンク ２００円  

習志野台
地区 

⑩ 運営団体名  ㈲さざんか 連絡先 047-401-1855 

カフェの名称  カフェケア い ラズ習志野台 
開設:平成 28 年 6 月 
駐車場:有 

場所 習志野台 1-38-9 〔デイホームさざんか習志野台〕 
事前予約:無 
席数:17 席 活動日   毎月第 3 日曜日 13:00～16:00 

活動予定  4/16(日)、5/21(日)、6/18(日) 
【PR】  

住み慣れた地域で、自分らしく暮らし続けるため 
にケアいラズ習志野台は、認知症の方や家族、地域 
住民の誰もが気軽に参加して交流活動を行う場とし 
て立ち寄れる所です。仲間とコーヒー、お茶を飲み 
ながら楽しい時間を過ごしましょう。時にはお勉強 
したり、足湯に入ったり、体操、生花やプロの生演 
奏を聴き、色々と楽しめる企画をしています。 

お困り事の相談も遠慮なく! 
 
【参加費】 
 ２００円  

習志野台
地区 

⑪ 運営団体名  社会福祉法人 和習会 連絡先 047-461-3294 

カフェの名称 ○な ○ら ○し ○の ○だ ○い  和みカフェ 開設 :平成 30 年 11 月 
駐車場:無 

場所 習志野台 4-46-7  事前予約:無 
席数:15 席 活動日   新型コロナウイルスの影響により未定 

活動予定  再開状況等は直接カフェにお問い合わせください 
【PR】  

介護を必要とする方やそのご家族、地域の方々な 
ど誰もが気軽に集まれるカフェです。予約不要で、 
入退出自由。コーヒーやお茶を飲みながら、おしゃ 
べりをして楽しいひと時を過ごしませんか? 

健康に関する情報発信や介護についての相談も行 
っております。新京成線「習志野駅」から徒歩５分 
なので、遠方の方のご利用もお待ちしております。 
 
【参加費】 
 １００円 (ドリンク、お茶菓子付き) 
 
 

♡ 
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習志野台
地区 
 

⑫ 運営団体名  社会福祉法人 苗場福祉会 連絡先 047-496-0315 

カフェの名称 苗場オレンジカフェ 開設:平成 28 年 10 月 
駐車場:有 

場所 習志野台 8-55-1 〔さくら館〕 
事前予約:無 
席数:20 席 

活動日   毎月第 3 木曜日 13:30～15:00 
活動予定  新型コロナウイルスの影響により未定 
      お問合せは直接カフェにご連絡下さい 
【PR】 

併設している特別養護老人ホームの看護師、理 
学療法士が参加していますので、日常生活での悩 
み事等がありましたら個別に対応をさせていただ 
いております。特別養護老人ホーム、デイサービ 
ス、ショートステイの見学等もご希望があれば対 
応致します。 
 
 
【参加費】 
 １００円 

西部 中山地区 ⑬ 運営団体名  ポピンズ京葉 連絡先 047-302-7001 

カフェの名称 ポピンズカフェ 
開設:平成 28 年 8 月 
駐車場:無 

場所 本中山 4-8-6 
事前予約:有 
席数:15 席 

活動日   偶数月 第 3 土曜日 11:00～13:00 
活動予定  新型コロナウイルスの影響により未定。 
      再開状況等は直接カフェにお問い合わせください。 
【PR】 

認知症の方やその家族、お１人暮らしの方が「家 
の外」へ出て、地域の方と交流できるカフェです。 

介護や医療などの多様なサービスが連携できるよ 
うにし、専門職の方も参加されています。出会いを 
大切にし、あたたかくて居心地の良い、人がつなが 
るカフェを目指しています。 
 
 
【参加費】 
 ５００円(ランチ付) 
 
 

塚田地区 ⑭ 運営団体名  あさひオレンジカフェ実行委員会 連絡先 047-430-7781 

カフェの名称 あさひオレンジカフェ 開設:平成 31 年 4 月 
駐車場:有 

場所 旭町 4-9-1 〔ケアハウスみどりの丘〕 
事前予約:無 
席数:15 席 活動日   偶数月第 3 土曜日 13:30～15:30 

活動予定  新型コロナウイルスの影響により未定。 
【PR】 

どなたでも参加できます。認知症・介護の悩みを 
１人で悩まず、専門職も同席しておりますのでお気 
軽にお話しませんか。 

途中退出も可能です。お気軽にお越し下さい。 
 
 
 
 
【参加費】 
 ２００円 
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塚田地区 ⑮ 運営団体名  オレンジカフェ山手実行委員会 連絡先 047-431-7285 

カフェの名称 オレンジカフェ山手 開設:平成 31 年 4 月 
駐車場:無 

場所 山手 3-8-1-106 〔コープ船橋内集会室〕 事前予約:無 
席数:10 席 活動日   毎月第 3 木曜日 13:30～15:30 

活動予定  4/20(木)、5/18(木)、6/15(木) 
【PR】 

「沈黙は猛毒、おしゃべりは百薬の⾧」を 
合言葉に気軽にお茶を飲みながらおしゃべり 
でひと時を過ごしてみませんか。 
 
 
 
 
 
【参加費】 
 ２００円 
 

法典地区 ⑯ 運営団体名  デジャブオレンジカフェ実行委員会 連絡先 047-438-5844 

カフェの名称 デジャブオレンジカフェ 
開設:令和元年 7 月 
駐車場:無 
（最寄りにパーキングあり) 

場所 前貝塚町 540-1 グレイス塚田 1 階 事前予約:無 
席数:20 席 活動日   毎月第 4 月曜日 14:00～16:00 

活動予定  4/24(月)、5/22(月)、6/26(月) 
【PR】 

塚田駅・馬込沢駅方面踏切りそばの昔なが 
らの喫茶店です。 

たのしくお話ししませんか? 
 
 
 
 
 
 
【参加費】 

飲食代実費 
 
 

法典地区 ⑰ 運営団体名  有限会社 藤商事 連絡先 047-440-8133 

カフェの名称 Café はやて 開設:平成 30 年 1 月 
駐車場:有 

場所 丸山 3-15-3 
事前予約:無 
席数:20 席 活動日   毎月第 4 日曜日 10:00～13:00  

活動予定  4/23(日)、5/28(日)、6/25(日) 
【PR】 

この地域に開かれた交流の場を提供して、 
少しでも認知症の方やそこに携わる方々の 
息抜きの場になればと考えています。 

認知症に関する相談や脳トレ体操や運動 
を行ったり、ボランティアの方の演奏会な 
どもありますのでお気軽にお立ち寄り下さい。 
 
 
【参加費】 
 ３００円 
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法典地区 ⑱ 運営団体名  社会福祉法人 千葉県福祉援護会 連絡先 047-404-8877 

カフェの名称 ローゼンホーム上山カフェ 開設:平成 30 年 6 月 
駐車場:有 

場所 上山町 2-286-1 〔ローゼンホーム上山 1 号館〕 事前予約:無 
席数:10 席 活動日   毎月第 4 水曜日 14:00～16:00 (12 月 第 3 水曜日) 

活動予定  4/26(水)、5/24(水)、6/28(水) 
【PR】 
 ご家族やご友人等と一緒にゆっくりした時間を 
お過ごしいただけるよう努めています。新たに屋 
外でも楽しんでいただけるようテラス席を設置し 
ました。 
 介護保険や福祉サービスについてお気軽にご相 
談ください。 
 
 
【参加費】 
 ３００円 
 
 

法典地区 ⑲ 運営団体名  医療法人 弘仁会 連絡先 047-439-6011 

カフェの名称 はすみカフェ 開設:平成 31 年 1 月 
駐車場:有 

場所 藤原 5-23-2 〔ロータスデイサービスセンター２階〕 事前予約:無 
席数:25 席 活動日   奇数月 最終火曜日 13:30～16:00 

活動予定  5/30(火) 
【PR】 

「はすみカフェ」は地域の方々が気軽に立ち 
寄れることができ、認知症の方やその家族も含 
めた交流の場を提供していきます。地域の方々 
が楽しくお話したり、各種専門職による相談体 
制も整えています。例えば医師や看護師による 
病気や健康に関する相談、リハビリ職による体 
操、栄養士による栄養相談、福祉サービスに関 
する相談など、皆様のご要望に合わせて情報提 
供していきます。 
 
 
 
【参加費】 
 ３００円 
 
 

南部 宮本地区 ⑳ 運営団体名  市場カフェ 連絡先 047-409-1877 

カフェの名称 市場カフェのオレンジカフェ 開設:平成 30 年 2 月 
駐車場:有 

場所 市場 1-8-1 〔船橋市地方卸売市場関連棟〕 事前予約:無 
席数:6 席程度 活動日   ４～６月まで開催未定 

活動予定  再開状況等は直接カフェにお問い合わせください 
【PR】 

船橋市内で活躍する自営業者と共に、ボード 
ゲーム、体の知識講座、終活について、などを 
コミュニケーションを取りながら行っていきま 
す。 
 
 
 
 
【参加費】 
 未定 
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湊町地区 ㉑ 運営団体名  かふぇ おひさま実行委員会 連絡先 090-6014-8836 

カフェの名称 かふぇ おひさま 開設:平成 30 年 6 月 
駐車場:有 

場所  若松 2-6-1〔若松 2 丁目団地 賃貸集会所〕 事前予約:無 
席数:20 席 活動日   不定期 13:00～15:00 

活動予定  4/17(月)  開催状況等は直接カフェにお問い合わせください。 
【PR】 

若松団地の中の集会所で開いています。 
どなたでも参加できますので是非いらして 

下さい。 
 
 
 
 
 
 
【参加費】 
 ２００円 
 
 

湊町地区 ㉒ 運営団体名  （株）コンフォート 連絡先 047-431-0177 

カフェの名称 コンフォート喫茶 開設:平成 29 年 6 月 
駐車場:有 

場所 栄町 1-6-24 〔グループホーム コンフォートフィオーレ船橋〕 
事前予約:有 
席数:5～8 席 

活動日   毎月 20 日 13:00～15:00 
活動予定  新型コロナウイルスの影響により中止中。 
      再開状況等は直接カフェにお問い合わせください。 
【PR】 

介護や認知症についての悩み相談、グループ 
ホームの見学。 

ただ、お茶を飲んでおしゃべりしたい方も大 
歓迎です。 
 
 
 
 
【参加費】 
 １００円 
（小・中学生以下は無料） 
 
 

本町地区 ㉓ 
 

運営団体名  ＮＰＯ法人ちばＭＤエコネット 連絡先 047-426-8825 

カフェの名称 ひなたぼっこオレンジカフェ 開設:令和元年 4 月 
駐車場:無 

場所 本町 4-31-23 事前予約:無 
席数:15 席 活動日   毎月第 1 木曜日 14:00～16:00（除く 5・8・1 月） 

活動予定  4/6(木)、6/1(木) 
【PR】 
 誰もが気軽に立ち寄って参加できる場所です。 

障害のある人がスタッフとして関わります。 
ドリンクや手作りスイーツを食べながら、認 

知症のこと、介護の悩みや困っていることなど 
一緒に話、考えましょう。介護経験のあるスタ 
ッフが相談にのります。 
 
 
【参加費】 
 飲み物 ２２０円 
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本町地区 ㉔ 運営団体名  カネマタ薬局 船橋北口店 連絡先 047-422-8585 

カフェの名称 ケアカフェ カネマタ 開設:平成 31 年 1 月 
駐車場:無(近隣駐車場の割引あり) 

場所 本町 6-1-7 エスペランサ K 1F  事前予約:無 
席数:10 席 活動日   毎月第 1 金曜日 14:00～15:30 

活動予定  4/7(金)、5/12(金)、6/2(金) ※５月は第 2 金曜日に開催 
【PR】 
 薬局の中で営業しています。血管年齢・ストレ 
スチェックの無料測定、スタッフの薬剤師や登録 
販売者がお薬や健康についてご相談を承ります。 
・お薬をお待ちの方（ご本人もご家族も、認知症 

でない方ももちろん） 
・お薬や食生活について普段なかなかご相談でき 

ない方 
・お友達同士の交流の場として 

どうぞお気軽にお越しください。お待ちしてお 
ります! 
（感染対策に充分配慮のうえ営業してまいります） 
 
【参加費】 

無料（お茶とお菓子をご用意しています） 
北部 二和地区 ㉕ 運営団体名  二和地域オレンジカフェ二和架け橋 

実行委員会 連絡先 047-401-3051 

カフェの名称 オレンジカフェ 二和架け橋 開設:平成 31 年 5 月 
駐車場:有 

場所 二和東 3-16-1 〔ふたわ診療所内〕  
事前予約:無 
席数:15 席 活動日   毎月第 4 火曜日 14:00～16:00 

活動予定  新型コロナウイルスの影響により未定。 
      再開状況等は直接カフェにお問い合わせください。 
【PR】 
 新型コロナウイルスの影響により開催を見送っていましたが、６月よ 
り再開することになりました。 
 病院附属診療所内で行いますので、医療・介護相談にも応じています。 
 専門職による支援者向けの学習会を中心に企画を予定しております。 
 感染対策に配慮のうえご参加下さい。 
 
【参加費】 

１００円 
三咲地区 ㉖ 運営団体名 四丁目ガーデンカフェ三咲実行委員会 連絡先 090-2903-4433 

カフェの名称 四丁目ガーデンカフェ三咲 開設:令和元年 11 月 
駐車場:有 

場所 三咲 4-10-12 
事前予約:無 
席数:20 席 

活動日   ７、８、１、２月を除く第 3 土曜日 13:00～15:30 
      ※雨天決行。大雨・台風中止 
活動予定  4/15(土)、5/20(土)、6/17(土) 
【PR】 
 柳澤氏邸のお庭で開催するガーデンカフェ。自慢のお庭には、お花、野菜や果物がいっ
ぱい。 
「認知症」の介護者、当事者、支援者、地域の人(子どもから大人まで)が笑顔でつながるこ
とのできる「居場所」です。時期が合えば新鮮 
野菜の収穫体験等のお楽しみがあります。 
 オレンジカフェの歌、フラダンス、健康体操や 
「認知症って?」の寸劇などを行います。 
 ※参加時はマスク着用、検温、手指消毒、連絡 
先名簿記入。新型コロナウイルス感染症対策は順 
次変更あり。 
 
【参加費】 

３００円   



10 
 

八木が谷
地区 

㉗ 

 
運営団体名  八木が谷地域認知症カフェ実行委員会 連絡先 047-448-6301 

カフェの名称 やぎさんカフェ 開設:平成 29 年 6 月 
駐車場:有 

場所 咲が丘 4-36-14 〔カフェ ワルツ〕 事前予約:無 
席数:20 席 活動日   毎月第４月曜日 13:30～15:00 

活動予定  4/24(月)、5/22(月)、6/26(月) 
【PR】 
 復活!令和４年度少しずつ活動再開していたやぎさんカフェですが、令和５年度は以前
のように毎月開催することとなりました。「誰かとつながる大切さ」をやぎさんカフェで是
非実感してみてください。 
 生バンドによる音楽会、リアルな介護体験談等色々企画 
しています。 

予約がなくても大丈夫、気軽にお立ち寄りください。や 
ぎさん文庫(認知症関連本)の貸し出しも行っています。 
 
【参加費】 

３００円 

豊富地区 ㉘ 運営団体名  もったいないていオレンジカフェ実行委
員会 連絡先 090-3683-5375 

カフェの名称 もったいないていオレンジカフェ 開設:平成 31 年 5 月 
駐車場:無 

場所   古和釜町 788-70 事前予約:有 
席数:12 席 活動日   毎月第 4 金曜日 14:00～16:00 

活動予定  4/28(金)、5/26(金)、6/23(金) 
【PR】 
 古民家風カフェをしているもったいない亭の店内 
で毎月第４金曜日１４時から１６時で開催しており 
ます。 

毎月のイベントを皆で考え、主に皆が楽しめる内 
容で気楽にモットーにワイワイとやっております。 
 習字、茶会、フラワーアレンジメント、調理等、 
講師も参加者で探してアットホームなオレンジカフ 
ェです。 
 ぜひ一度気軽にご参加くださいね。 
 
【参加費】 

５００円 
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③ 

③ 

③ 

⑪ 

㉑ 

⑲ 

⑱ 

④ 

⑮ 

⑫ 
⑯ 

③ 

⑤ 

⑳ 
⑬ 

⑭ 

⑰ 

㉔ 

⑧ 

㉕ 

 

② 

㉖ 

市内で開催されている認知症カフェの場所をマップに示しました。 

マップを参考に、お近くのカフェに是非お立ち寄りください。 

（※）①～㉘の詳細についてはＰ１２に記載しております。 

⑥ 

⑨ 

⑩ 

① 

㉒ 

㉗ 

㉓ 

㉘ 
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カフェ名 住所 

①オレンジカフェなつみ 夏見台４－２７－２０ わかば会館 

②オレンジカフェひまわり🌻 高根公民館(高根町 2885-3) 他 

③まつぼっくりサロン 高根台２－２－１７ 

④エプロン高根公団カフェ 高根台 1－2－2 高根台プラザ 1 階 

⑤はさまオレンジカフェ 
飯山満町２－５１９－３ 
ケアハウス市立船橋長寿園カフェテリア 

⑥ＷＡＮＡオレンジカフェ 
飯山満町２－６８１ 
特別養護老人ホームワールドナーシングホーム 

⑦オレンジカフェ in 三山 巡回型で会場を検討中 

⑧オレンジカフェ in ディアフレンドならしの 習志野１－１３－１７ ディアフレンドならしの 

⑨注文を忘れるＪＡＺＺ喫茶 習志野台 1-11-4 コミュニティカフェあいりす 

⑩カフェケアいラズ習志野台 
習志野台１－３８－９     
デイホームさざんか習志野 

⑪ならしのだい和みカフェ 習志野台４－４６－７ 

⑫苗場オレンジカフェ 習志野台８－５５－１ さくら館  

⑬ポピンズカフェ 本中山４－８－６ 

⑭あさひオレンジカフェ 旭町４－９－１ ケアハウスみどりの丘 

⑮オレンジカフェ山手 山手３－８－１—１０６ コープ船橋内集会室 

⑯デジャブオレンジカフェ 前貝塚町５４０－１ グレイス塚田１階 

⑰Café はやて 丸山３－１５－３ 

⑱ローゼンホーム上山カフェ 
上山町２－２８６－１  
ローゼンホーム上山１号館 

⑲はすみカフェ 
藤原５－２３－２  
ロータスデイサービスセンター ２階 

⑳市場カフェのオレンジカフェ 市場１－８－１ 船橋地方卸売市場関連棟 

㉑かふぇおひさま 若松２－６－１ 若松２丁目団地賃貸集会所 

㉒コンフォート喫茶 
栄町１－６－２４  

グループホームコンフォートフィオーレ船橋 

㉓ひなたぼっこオレンジカフェ 本町４－３１－２３ 

㉔ケアカフェ カネマタ 本町６－１－７ エスペランサ K １F 

㉕オレンジカフェ 二和架け橋 二和東３－１６－１ ふたわ診療所内 
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㉖四丁目ガーデンカフェ三咲 三咲４－１０－１２ 

㉗やぎさんカフェ 咲が丘４－３６－１４ カフェ ワルツ 

㉘もったいないていオレンジカフェ 古和釜町７８８－７０ 

○お問い合わせ   船橋市役所 地域包括ケア推進課 認知症対策推進係 

          〒２７３－８５０１ 船橋市湊町２－１０－２５ 

          電話：０４７－４３６－２５５８ FAX：０４７－４３６－２８８５ 


