
カフェの名称 開催日時 開催場所

（主催団体） 参加費 （住所）

とまり木カフェとまり木カフェとまり木カフェとまり木カフェ 第４火曜日　13：30～15：30 御調保健福祉センター２階和室 ☎0848-76-2495

(公立みつぎ総合病院地域包括連携室尾道市北部地域包括支援センター) １００円 （尾道市御調町市１０７－１） (尾道市北部地域包括支援センター)

耳をすませて耳をすませて耳をすませて耳をすませて 第２火曜日　13：30～15：00 茶話駄宅 ☎090-2865-3603

（オレンジメイト茶話駄） １００円 （尾道市御調町貝ケ原７２－２） （代表　澤田）

オレンジカフェおぉ～いでオレンジカフェおぉ～いでオレンジカフェおぉ～いでオレンジカフェおぉ～いで 第４金曜日　10：00～11：30　 星の里・今津野の家 ☎0848-77-1100

（星の里・今津野の家） １００円 （尾道市御調町津蟹６１１－４） (星の里・今津野の家)

ひかりカフェひかりカフェひかりカフェひかりカフェ 第４水曜日　14：00～15：30　 ひかり苑　リラックスルーム ☎0848-38-0900

（(福)原田ヒカリ会　高齢者総合ケアセンターひかり苑） 無し （尾道市原田町梶山田3609） （老人介護支援センターひかり苑）

カフェ「集」カフェ「集」カフェ「集」カフェ「集」 第３土曜日　13：30～15：00 地域ネットワークコミュニティ「集」 ☎0848-48-5511

（医療法人社団　精彩会） １００円 （ニチエー三成店　敷地内） （介護老人保健施設　精彩園）

菜の花カフェ　菜の花カフェ　菜の花カフェ　菜の花カフェ　 第４月曜日　10：00～12：00 小林宅 ☎090-4802-6807

(オレンジメイト菜の花) １００円 （尾道市高須町３７９４） (代表　小林)

シニア・カフェ西しんがいシニア・カフェ西しんがいシニア・カフェ西しんがいシニア・カフェ西しんがい 第２金曜日　13：30～15：30　 高須町西新涯町内会集会所 ☎0848-46-1911

(高須町西新涯町内会) １００円 （尾道市高須町西新涯） (代表　谷尾)

かぐら 浦崎カフェかぐら 浦崎カフェかぐら 浦崎カフェかぐら 浦崎カフェ 第１火曜日　10：00～11：30　 浦崎公民館 ☎090-4803-8829

（オレンジメイトかぐら） １００円 （尾道市浦崎町2102-5） （代表　檀上）

オレンジカフェ福祉センター・友オレンジカフェ福祉センター・友オレンジカフェ福祉センター・友オレンジカフェ福祉センター・友 第２水曜日　13：30～15：30　 尾道市総合福祉センター２階 ☎0848-21-1262

(オレンジメイト・友) １００円 （尾道市門田町２２５） (尾道市西部地域包括支援センター)

オレンジカフェ長江オレンジカフェ長江オレンジカフェ長江オレンジカフェ長江 第３日曜日　10：00～12：00　 ケアホーム長江１階 ☎0848-37-6101

(明徳町内会・ケアホーム長江) １００円 （尾道市長江二丁目７－８） (ケアホーム長江)

オレンジカフェ荒神堂オレンジカフェ荒神堂オレンジカフェ荒神堂オレンジカフェ荒神堂 第２金曜日　11：00～15：00　 荒神堂サロン ☎090-7544-8650

(尾道市認知症の人と家族の会) 無し（昼食希望者　５００円） （尾道市土堂二丁目５－７） (代表　松井)

こころカフェこころカフェこころカフェこころカフェ 第２木曜日　1３：00～14：30　 こころ尾道駅前クリニック６階 ☎0848-36-5561

(医療法人社団はっぴねす) １００円 （尾道市土堂一丁目１１－６） (こころ尾道駅前クリニック)

やすらぎカフェやすらぎカフェやすらぎカフェやすらぎカフェ 月１回（不定期） やすらぎの家　家族介護教室 ☎0848-20-7150

(尾道市医師会　介護老人保健施設 やすらぎの家) 無し （尾道市久保町１７１８） (介護老人保健施設　やすらぎの家)

きららカフェきららカフェきららカフェきららカフェ 第３水曜日　1３：00～14：30 きららラポール尾道 ☎0848-24-2641

（きららラポール尾道） １００円 （尾道市十四日町５９－８） （きららラポール尾道）

オレンジカフェむかいしまオレンジカフェむかいしまオレンジカフェむかいしまオレンジカフェむかいしま❤❤❤❤愛あい愛あい愛あい愛あい 第４木曜日　10：00～12：00　 向島愛あいセンター第1会議室 ☎0848-41-9240

(オレンジメイト❤愛あい) １００円 （尾道市向島町５８８８－１） (尾道市向島地域包括支援センター)

オレンジカフェこれからオレンジカフェこれからオレンジカフェこれからオレンジカフェこれから 第３月曜日　13：30～15：30　 めだかの学校 ☎0848-41-9240

（オレンジメイト岩子島） １００円 （尾道市向島町岩子島1498-1） （尾道市向島地域包括支援センター）

オレンジカフェひだまりオレンジカフェひだまりオレンジカフェひだまりオレンジカフェひだまり 第１木曜日　13：30～15：00 江奥コミュニティセンター（ひだまり交流館） ☎0848-41-9240

（オレンジメイトひだまり） １００円 （尾道市向島町1919-2） (尾道市向島地域包括支援センター)

オレンジカフェむかいひがしオレンジカフェむかいひがしオレンジカフェむかいひがしオレンジカフェむかいひがし 第３月曜日　10：00～12：00 向東公民館分館　会議室 ☎0848-41-9240

(オレンジメイトむかいひがし) １００円 （尾道市向東町８６７０－２） (尾道市向島地域包括支援センター)

オレンジカフェみにみにオレンジカフェみにみにオレンジカフェみにみにオレンジカフェみにみに 第３木曜日　10：00～11：30 (もと)喫茶ミニミニ ☎0848-41-9240

（オレンジメイトみにみに） １００円 （尾道市向東町2218-2） (尾道市向島地域包括支援センター)

オレンジカフェびんご倶楽部 びんご茶屋オレンジカフェびんご倶楽部 びんご茶屋オレンジカフェびんご倶楽部 びんご茶屋オレンジカフェびんご倶楽部 びんご茶屋 第３土曜日　13：30～15：30 びんご俱楽部 ☎0845-26-6177

（(有)ブレイクスルー　びんご倶楽部） １００円 （尾道市因島三庄町３４７２） (びんご倶楽部)

因島医師会ビロードカフェ因島医師会ビロードカフェ因島医師会ビロードカフェ因島医師会ビロードカフェ 第３もしくは第４土曜日　13：30～15：００　 ビロードの丘２階研修室 ☎0845-24-3065

（(一社)因島医師会） １００円 （尾道市因島中庄町１９５５） (因島医師会在宅ケアセンター)

しまの輪カフェしまの輪カフェしまの輪カフェしまの輪カフェ 第２土曜日　13：30～15：３０ 彩りの家 ☎0845-26-2356

（しまの輪会） １００円 （尾道市因島中庄町717-1） （しまの輪会事務局・ケアホームひだまり　）

歌声カフェ歌声カフェ歌声カフェ歌声カフェ 第２火曜日　13：30～15：00 ご近所さんカフェ（村上宅） ☎090-4140-4988

（ご近所さんカフェ） １００円 （尾道市因島重井町２９４１） （代表　村上）

ボランティア喫茶『ショロン』ボランティア喫茶『ショロン』ボランティア喫茶『ショロン』ボランティア喫茶『ショロン』 第４金曜日　13：00～15：00 ボランティア喫茶　ショロン ☎0845-27-3847

(ボランティア元気会) 無し （尾道市瀬戸田町瀬戸田２５６） (尾道市南部地域包括支援センター瀬戸田支所)

喫茶かたふじ喫茶かたふじ喫茶かたふじ喫茶かたふじ 第２月曜日　13：30～15：00 いきいきサロン高根　潮香園 ☎0845-27-3847

（オレンジメイトかたふじ） １００円 （尾道市瀬戸田町高根595） （尾道市南部地域包括支援センター瀬戸田支所）

　※詳細は各カフェにお問い合わせください　※詳細は各カフェにお問い合わせください　※詳細は各カフェにお問い合わせください　※詳細は各カフェにお問い合わせください
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