
No サロン名 地区名 開催日 主な開催場所

1 おててつないで（障がい・子育て） 白石 第3金曜 10時～11時半 白石区民センター　南郷通1丁目

2 わんぱくサロン（子育て） 白石 第3火曜 10時～11時半 白石小ミニ児童会館　本通1丁目

3 ぽかぽかサロン（子育て） 白石 第2木曜 10時～11時半 南郷小学校ミニ児童会館　本郷通4丁目

4 たんぽぽサロン（子育て） 白石 第4木曜 10時～11時半 西白石小学校ミニ児童会館　中央3条5丁目

5 明日の会（高齢） 白石 金曜 10時半～12時 コープ白石中央マンション集会室　中央1条5丁目

6 ふれあいサロン・南郷台（高齢） 白石 第1木曜 13時半～15時半 京成サンコーポ南郷台集会場　南郷通3丁目

7 憩の会（高齢） 白石 毎月8日 11時半～14時半 共栄福祉会館　平和通7丁目

8 ドラごんず（子育て） 白石 月2回不定期  10時～16時 栄通児童会館　栄通6丁目

9 ふれんどサロン（高齢） 白石 第3土曜日13時～15時 京成サンコーポ集会室 南郷通3丁目

10 サロン和かば（高齢） 白石 月2回(不定）13時半～15時
スピタール南郷丘　本郷通3丁目
アルスタウン　平和通3丁目

11 カフェinカメラ懐館（高齢） 白石 月2回（第2・4木曜） 10時半～14時 カメラ懐館　白石区平和通２丁目

12 「子育てサロン」コアラ（子育て） 白石 第4月曜 10時～11時半 共栄福祉会館　平和通7丁目

13 シニアサロン「ゆうゆう」(高齢） 白石 第４水曜　13時半～15時 共栄福祉会館　平和通7丁目

14 みんなのお茶の間くるくる（高齢） 東白石 火曜 10時～15時 個人宅

15 ふれあい広場ほんごう（高齢） 東白石 第4月曜 10時～15時 本郷会館　本郷通8丁目

16 なでしこの会（高齢） 東白石 第1日曜 10時～18時 個人宅

17 ひまわりサロン（高齢） 東白石 火･木曜 10時半～12時 店舗兼個人宅　

18 シルバーサロン（高齢） 東白石 木曜 10時～16時 旭町内会館

19 いきいきサロン東札幌（高齢） 東札幌 第2･4水曜 13時～15時 東札幌会館　東札幌2条4丁目

20 いきいきサロンやまびこ（高齢） 東札幌 第1･3水曜 13時～15時 東札幌会館　東札幌2条4丁目

21 ぐー・ちょき・ぱー（子育て） 東札幌 第3木曜10時～11時半 東札幌会館　東札幌2条4丁目

22 いきいきサロンひまわり（高齢） 東札幌
第1月曜12時～14時
第3土曜13時～15時 UR都市機構東札幌6条団地 集会場

23 東札幌ランチサロン（高齢） 東札幌 第4金曜１２時～１５時 東札幌会館　東札幌2条4丁目

24 お茶の間サロン・チャオ（高齢） 菊水 第2･4木曜 14時～16時 個人宅

25 どんぐりころころ（子育て） 菊水 第2火曜 10時～11時45分 菊水地区会館　菊水7条2丁目

26 ぷりんぷりん（子育て） 菊水 年12回 10時～12時 上白石小学校多目的室　菊水上町1条3丁目

27 いきいきサロンＰ・Ｇ（高齢） 菊水 第2･4火曜 10時～12時 菊水東町福祉会館　菊水6条4丁目

28 サロン四ツ葉（高齢） 菊水 第3･4木曜 10時～12時 菊水東町福祉会館　菊水6条4丁目

29 ラ・クレスト菊水ふれあいサロン（高齢） 菊水
第1水曜:第２火曜 13時半～15時
第3火曜:11時半～13時第４火曜4～10
月10時～12時11～3月13時半～15時

ラ・クレスト菊水　クレアホール

30 菊水南町福の会（高齢） 菊水
第1～3月曜　10時～14
時

菊水南町やよい児童会館　菊水1条4丁目

31 サロンＶガーデン（高齢） 菊水
第4火曜10時～17時 火・金曜18時
～20時 第2・4水曜9時～11時

ディーグラフォート東札幌Ｖガーデン
集会所 菊水8条4丁目

32 いちよん会（高齢） 菊水 第3金曜基本　17時～21時
菊水地区会館 菊水7条2丁目
music・supperハッピー 東札幌2条6丁目
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33 北郷ふれあいいきいきサロン（高齢） 北白石 月1回(不定) 10時～11時半
北郷東会館 北郷3条6丁目 北郷会館 北郷3条3
丁目 北郷瑞穂会館 北郷8条9丁目

34 地域の茶の間「みずほ」（高齢） 北白石 第1木曜 10時～13時 北郷瑞穂会館　北郷8条9丁目

35 ころぽっくる（子育て） 北白石 第2水曜 10時～11時半 北白石小学校ミニ児童会館　北郷6条３丁目

36 四丁目サロン（高齢） 北白石
水曜 10時～12時
第4日曜11時～13時

ふれあい　北郷4条4丁目白石ゴム製作所1階

37 ふれあい・いきいきサロン瑞穂（高齢） 北白石 土曜 13時～17時 瑞穂町内会館　北郷8条9丁目

38 なごみサロン（高齢） 北白石 月４回不定期 個人宅 

39 北郷団地元気サロン（高齢） 北白石 第2木曜と2ヶ月に１回（第4火・水・木曜いづ
れか） 13時～15時 北郷団地集会室　北郷7条10丁目

40 むつみ・ふれあいサロン（高齢） 北白石 第2･4水曜　10時半～13時 北郷瑞穂会館 北郷8条9丁目

41 ゴーゴーキッズ（子育て） 北東白石
第4水曜 10時～11時半
※12月は第3水曜 北都地区会館2階和室　北郷3条12丁目

42 北東白石福まち 川北スマイルサロン（高齢） 北東白石 第2･4木曜 10時～12時 川北会館　川北2条2丁目

43 北都ふれあいサロン（高齢） 北東白石 第1･3木曜 13時半～15時 北都地区会館　北郷3条12丁目

44 あすなろ会（高齢） 北東白石 第1･3木曜 8時半～11時半
夏場：川下公園　川下2651-3
冬場：川下会館　川下641-230

45 よろず会（高齢） 北東白石 第1･3月曜 10時～12時 川下会館　川下641-230

46 シニアサロン「和み」（高齢） 北東白石 水曜 13時～15時
個人宅（第2水曜）
SOMPOケアそんぽの家S札幌川下（第１・3・4水曜）

47 川北町内会おしゃべりサロン(高齢） 北東白石 第3木曜 10時～12時 川北会館　川北2条2丁目

48 サロン「やまんば」（高齢） 北東白石 第2・４火曜　13時～16時 個人宅

49 このゆびと～まれ！（子育て） 白石東 第3水曜 10時～11時半 白石東会館　本通18丁目

50 ふれあいサロン徳洲苑しろいし（高齢） 白石東 第2金曜 13時～15時 徳洲苑しろいし　栄通18丁目

51 いきいき・栄・健康サロン（高齢） 白石東 第2･4金･土曜10時～16時 栄自治会集会所　栄通15丁目

52 えいてぃーんずカフェ喜房の華（高齢） 白石東 火曜･時々日曜 10時～12時 カフェ喜房の華　栄通18丁目

53 サロン茶茶（高齢） 菊の里 第3水曜 10時～12時 個人宅

54 わくわくポケット（子育て） 菊の里 第4金曜 10時～11時半 菊水元町地区センター　菊水元町5条2丁目

55 きらく（高齢） 菊の里 第3火曜 1０時～14時 白菊会館　菊水元町8条1丁目

56 福祉の日（高齢） 菊の里 金曜 10時半～16時 米里町内会館　米里3条1丁目

57 ばら工房（高齢） 菊の里 第1･3水曜10時～15時 米里町内会館　米里3条1丁目

58 お茶の間サロンゆうゆう（高齢） 菊の里 第3金曜　10時半～14時 菊水元町南町内会館　菊水元町7条2丁目

本会ホームページにて、各サロンの情報をご覧いただくことができます。


