かすがいおれんじプラスカフェ
おれんじプラスカフェは、認知症の人と家族が、地域住民と一緒に安心して過ごせ
るお店として春日井市に登録している店舗です。
地域の方にも認知症について理解していただけるよう、店内に認知症に関する書籍
やパンフレット等を設置し、認知症の情報提供を行っています。

家族介護者支援センター
家族介護者支援センターでは、認知症の人をはじめ介護を必要とする人とそ
の家族や地域住民のための専門家による介護相談を行っています。

家族介護者支援センター（兼かすがいおれんじプラスカフェ）
店舗名

ホームページ
所在地

1

営業時間

電話番号

家族介護者支援センターてとりんハウス

定休日

http://tetorin.jimdo.com/

春日井市篠木町2-1281-1
0568-41-8844
レガーロシノギ１F

7:30～16:00

月曜日・第3土曜日・第2,4日曜日
※第3土曜は家族介護者のつどいのみ開催

かすがいおれんじプラスカフェ
【交流会を開催しているかすがいおれんじプラスカフェ】
※新型コロナウイルス感染症対策のため、交流会を実施していない場合があります。事前に店舗へお問い合わせください。
店舗名

ホームページ
所在地

1

どんぐりの森

電話番号

喫茶どんぐり

春日井市高森台5-6-1
2

アイセイ薬局かえで店

交流会開催予定日時

9:00～16:00

－

毎月第2及び第4金曜日
13:30～16:00

0568-53-4077

https://www.aisei.co.jp/

月･火･木･金 9:00～18:30
水 9:00～17:00
土 9:00～13:00

日曜日

毎月第2水曜日
14:00～16:00

http://douen.or.jp

0568-56-9171

12:45～14:00

土・日曜日・一部祝日

毎月第３又は第４金曜日
13:00～15:00
※施設へお問合せください

0568-44-2020

8:00～14:30

土・日曜日・一部祝日

不定期

春日井市如意申町8-8-12 0568-34-6557

7:30～13:00

月曜日

不定期

12:00～16:00

水～日曜日

不定期

Siamo Cafe
春日井市上条町7-96

5

0568-91-5656

はるカフェ（特別養護老人ホーム第２春緑苑）
春日井市下津町500

4

定休日

http://www.me.ccnw.ne.jp/donguri/index.htm

おれんじ＋かふぇ～あいせい～

春日井市大留町9-3-5

3

営業時間

やぎカフェ

川辺の絵本サロン
お問合せは、ラインで
6

春日井市高蔵寺町7-1614

【かすがいおれんじプラスカフェ】
店舗名

ホームページ
所在地

1

モンパパ

一服亭かちがわ

月・土・日曜日・祝日

0568-91-3890

10:55～17:35

土・日曜日・祝日

0568-85-8648

7:00～17:00

月曜日

https://cafedulapin.shopinfo.jp/

0568-91-2384

11：00～18:00

土・日曜日・祝日

0568-95-0077

9:00～17:00

月曜日・祝日のある週の火曜日

グリーンピアおおくら
春日井市細野町3249-1

7

10:00～17:00

Café du Lapin （カフェドゥラパン）
春日井市高森台６－２－７

6

0568-29-7094

珈琲ショップ 豆の木
春日井市中央通2-103

5

月・第３火曜日

ウィズ・ティー
春日井市藤山台6-4-19

4

9:00～20:00

0568-33-3392

http://www.ippukuteikatigawa.com

春日井市妙慶町121
3

定休日

http://monpapa1989.com/

春日井市西高山町2-14-24
2

営業時間

電話番号

Café du Refuge 岳（カフェドゥルフュージュ

がく）

春日井市廻間町下巳新田65-1 0568-88-8710
8

和菓子所 松の家道宗

10

11

coffee ＆ liquor むらくも

0568-51-0411

8:00～16:00

火曜日

春日井市美濃町3-201

0568-33-2888

7:00～14:00

水曜日

0568-83-3027

7:00～11:00

月曜日

かつ昇

レストラン アロン

春日井市役所12階展望レストラン オガッシ

デイサービスカフェ

9:00～17:00

土・日曜日・祝日

0９0-６076-6811

水・日曜日 ７:00～17:00
月・火・木・土曜日 7:00～12:00

金曜日

炭火珈琲

炭火珈琲

0568-92-2168

かえるひろば

11:00～19:30
(水曜日が祝日以外の場合は17:00まで)

サンマルシェ南館休業日

http://www.kaeruhiroba.com/

0568-93-6447

９:00～1６:00

木・日曜日

0568-83-5533

8:00～18:00

水曜日

0568-83-5533

8:00～18:00

水曜日

らかん

春日井市柏原町2-183-2
16

0568-85-6574

イタリアンカフェ・ダン

春日井市南下原町5-24-4
16

http://www.tenbou-restaurant.com/

くつろぎ処「天海」

春日井市中央台１-２-２
サンマルシェ内南館B1
15

水曜日・第2火曜日

080-3647-0814

春日井市桃山町2-187-16

14

9:00～18:00

春日井市如意申町7-9-1

春日井市鳥居松町5-44
13

火・水曜日

https://m.facebook.com/c.l.murakumo0715/

春日井市小野町4-8-16
12

9:00～17:00

http://www.matsunoyadousou.com/

春日井市松本町502
9

http://www.mb.ccnw.ne.jp/̴aa24291/

らかん

春日井市柏原町2-183-2

店舗名

ホームページ
所在地

18

0568-33-7080

7:00～14:00

木曜日

0568-52-1117

7:30～19:00（祝日は14:00まで）

木曜日（木曜日が祝日の場合は

0568-37-2468

7:30～12:00（土日祝日は13:00ま
で）

木曜日

9:00～18:00

月曜日

0568-31-7736

7:30～19:00
(日曜日・祝日は17:00まで)

土曜日

0568-84-2552

月～金曜日
土・日曜日

月曜日

0568-82-2044

7:30～12:30

日曜日

0568-52-7581

7:00～18:00

ー

g café Fujito
春日井市藤山台1-1 高蔵寺ま
0568-37-2933
なびと交流センター１F

22

カフェテリア

コットンハウス

春日井市大手町4-6-5
23

ティンクル
春日井市桃山町1-276-4

24

喫茶オリンピック
春日井市白山町6-15-5

26

勝川カフェｍｏｎ

https://www.instagram.com/kachigawacafe_mon

春日井市勝川町7-24-1
ネクシティパセオ１Ｆ
27

ウエルシア春日井石尾台店
春日井市石尾台3-3-3

28

https://www.welcia-yakkyoku.co.jp/
0568-94-1600

9:00～23:00

ー

0568-51-8855

9:00～18:45

火曜日

0568-34-5883

7:00～12:00

水曜日

090-63961640

6:30～17:00

ー

29-7320

8:00～18:00

ー

84-5116

12:00～17:00

木・土曜日

シンカフェ
春日井市柏原町3₋112

32

木曜日

喫茶カーム
春日井市岩成台9-8-1

31

8:30～20:00
(ラストオーダー 19:00)

喫茶ひまわり
春日井市西本町2-3-12

30

0568-31-2232

珈琲アラビカ
春日井市高蔵寺町3-4-3
Aコープ高蔵寺１階

29

6:30～18:00(ラストオーダー17:30)
6:30～13:00(ラストオーダー12:00)

喫茶ヒノデ
春日井市上田楽町3445

25

12:00まで営業）

Cafe AJITO
春日井市藤山台8-5-9

21

定休日

カフェ・カレドニア
春日井市白山町４-6-9

20

営業時間

ハニーシュガー
春日井市牛山町1846

19

電話番号

ギャラリーゆんたく
春日井市西山町4-10-13

