
No サロン名 地区名 開催日 開催場所

1 ふれあいサロン厚別Ⅱ（高齢） 厚別中央
第1水曜 14時～15時半
※1・3・5・7・9月は休み クリーンリバー厚別Ⅱ集会室

2 あおばいきいきサロン（高齢） 厚別中央 第4木曜 10時～12時 特養ホーム青葉のまち　青葉町15丁目

3 ふれあいサロン（高齢） 厚別中央 第3日曜 13時半～15時半 高齢者支援ハウスえみな　厚別中央5条6丁目

4 健康サロン（高齢） 厚別中央 第2水曜 10時～11時半
厚別中央地区福祉のまち推進センター
厚別中央4条3丁目

5 親和会いきいきサロン（高齢） 厚別中央 第2木曜 13時～15時半 ひばりが丘西集会所　厚別中央1条3丁目

6 新札幌グランドハイツだんわ会（高齢） 厚別中央 第1金曜 10～12時 新札幌グランドハイツ集会場

7 さわやかサロン（高齢） 厚別中央 第1土曜･第4日曜 10～12時 厚別老人福祉センター　厚別中央1条7丁目

8 サロン憩いの日（高齢） 厚別中央 第4木曜 10～15時 下野幌会館　厚別区青葉町12丁目

9 ラポールひばりが丘一の日（高齢） 厚別中央 毎月1日 11時～13時半 ラポールひばりが丘集会所　厚別中央2条4丁目

10 シニアサロンひとやすみ（高齢・障がい） 厚別中央 第1･2火曜、第２･4水曜11時～14時 個人宅

11 子育てサロンぴーちくパーク（子育て） 厚別中央 第３木曜 １0時～１1時半
ひばりが丘小学校　厚別中央２条４丁目
厚別区民センター　厚別中央１条５丁目

12 厚別子どもカフェ（高齢・障がい・子育て） 厚別中央 第2･4木曜 17時～19時 カフェカントリースノウ　厚別中央2条1丁目

13 えみなサロン（高齢） 厚別中央 第３木曜 10時～12時 高齢者支援ハウスえみな　厚別中央5条6丁目

14 サロンひばり（高齢・障がい・子育て） 厚別中央 第2金曜10時～12時 ひばりが丘東集会所　厚別中央１条４丁目

15
フリースペース わはは
（高齢・障がい・子育て） 厚別中央

第２木曜（15時～17時）
第４土曜（13時～15時）

個人宅（第2木曜）
信濃中学校１階相談室　厚別中央3条2丁目（第4土曜）

16 もくばサロン（高齢） 厚別中央 第4月曜 10時～12時 厚別信濃会館 厚別中央４条3丁目

17 サロンあんらく（高齢） 厚別中央 金曜  10時～12時 安楽寺本堂　厚別中央3条3丁目

18 わくわく木曜会（高齢） 厚別中央 木曜  10時～11時半 特別養護老人ホーム　かりぷ・あつべつ
厚別中央5条6丁目

19 月曜ひばりが丘サロン（高齢） 厚別中央 月曜  13時～14時半 ひばりが丘西集会所　厚別中央1条3丁目

20 ふれ愛サロン・シティアベニュー(高齢） 厚別南 第2水曜　13時～15時 シティアベニュークラブハウスラウンジ

21 ひばりサロン（高齢） 厚別南 年5回(不定)※2ヶ月に1回 梅ヶ丘町内会館　上野幌2条1丁目

22 おおやち元気会（高齢・障がい） 厚別南 第1水曜 13時半～15時半
パークシティ大谷地マンション管理棟大ホール
大谷地東7丁目

23 老人クラブ りらの会（高齢） 厚別南 第3水曜 10時～12時 パークアベニューコミュニティホール

24 ロイヤルコート大谷地ステーション
『ひまわり会』（高齢） 厚別南 第2水曜･第3木曜 10時～12時 ロイヤルコート大谷地ステーション管理棟2Ｆ

25 ぽろキッズ（子育て） 厚別南 第4金曜 10時～11時半 上野幌会館　厚別南5丁目

26 のほろサロン（高齢） 厚別南 土曜 13時～16時 上野幌中央福祉会館　上野幌1条2丁目

27 さわやかサロン（高齢） 厚別南 第4月曜 10時～12時 上野幌中央会館　上野幌３条５丁目

28 のほろふれあいサロン（高齢・障がい） 厚別南 第４水曜13時半～15時半 集会場　上野幌１条２丁目

29 サロン・クローバー（高齢） 厚別南 第3水曜 13時半～15時半 管理棟集会場　上野幌3条5丁目

30 チョキチョキパーク（子育て） 厚別南 第3木曜１０時～１１時半 みーちゃん保育園1F 大谷地東5丁目

31 ナナカマドサロン（高齢） 厚別南 第3木曜 13時半～15時 地区センター（上野幌小学校4F）厚別南７丁目

32 すっきりサロン（高齢） 厚別南 第１･３金曜 10時～11時半 光陽団地集会場　上野幌3条1丁目

33 梅ヶ丘ふれあいサロン（高齢） 厚別南 第2土曜 10時半～12時 梅ヶ丘会館　上野幌2条1丁目

34 みーちゃんサロン（高齢） 厚別南 火曜 10時～11時半
みーちゃん保育園　1F 地域交流スペース
大谷地東5丁目

35 はっぴーサロン（高齢） 厚別南 第２木曜 10時～12時 コープ野村大谷地集会室　大谷地東2丁目

36 楽トレ大谷地（高齢） 厚別南 金曜　10時～11時半 大谷地団地町内会館　大谷地西3丁目15-1
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下記サロンの問い合わせ先：厚別区社会福祉協議会
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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。



No サロン名 地区名 開催日 開催場所

37 ふれあいいきいきサロン（高齢・障がい） 厚別西 火～金曜 10時～15時 厚別西会館　厚別西2条3丁目

38 いきいきサロン厚北（高齢・子育て） 厚別西 第2･4木曜 10時～15時 森林公園パークハウス集会所

39 たすけ愛サロン（高齢・障がい） 厚別西 第2･4土曜 10時～12時 個人宅

40 自遊サロン（高齢） 厚別西 第1木曜 12時～15時 山本会館　厚別町山本1063-97

41 はつらつ健康クラブ（高齢） 厚別西 第1･2･3火曜  13時半～15時半 森林公園町内会館2Ｆ集会室　厚別北4条4丁目

42 たんぽぽサロン（高齢・子育て） 厚別西 月曜（月2回）10時～12時 森林公園パークハウス西四番街コニュニティホール

43 森林キッズ（子育て） 厚別西 第4火曜 13時～14時半 森林公園会館　厚別北4条4丁目

44
西会社会福祉推進会（あやめ会）
（高齢） もみじ台 内容により水・木・土・日曜 午前 もみじ台管理センター　もみじ台北7丁目

45
もみじ台地域交流サロン地域の茶の間
（高齢） もみじ台 第1土曜 10時～14時 もみじ台管理センター2F大ホール　もみじ台北7丁目

46 あつまらん会（高齢） もみじ台 第1･3土曜13時～15時半 もみじ台北第二集会所　もみじ台北4丁目

47 子育てサロン「もみじっ子」（子育て） もみじ台 第2水曜 10時～11時半 もみじの丘小学校　もみじ台東4丁目

48 シネマサロンなないろ（高齢） もみじ台 各月9日前後 13時～16時
もみじ台管理センター
もみじ台北7丁目 熊の沢公園、湯処

49 ふれあいサロン カトレア（高齢） 青葉 第3金曜 10時～12時 青葉まちづくりセンター　青葉町3丁目

50 ハッピーかい（高齢） 青葉 第3木曜 10時～12時 青葉南集会所　青葉町6丁目

51 結いの会（高齢） 青葉 第1･3木曜　14時～16時半 西集会所　青葉町1丁目

52 遊々クラブ（高齢） 青葉 第2金曜 10時～12時 新さっぽろ集会所　厚別中央1条5丁目

53 クラブYOU友（高齢） 青葉 不定期 青葉西集会所　青葉町1丁目

54
白樺町内会ふれあいいきいきサロン
（高齢） 青葉 月1回（不定）概ね10時～12時 青葉会館　青葉町3丁目

55 元気だよ！クラブ（高齢） 青葉 金曜　10時～11時半 青葉会館　青葉町3丁目

56 厚別東ふれあいサロン（高齢） 厚別東 不定期(年10回程度･要確認) 小野幌会館内福まちサロン　厚別東4条4丁目

57 サロン午後の紅茶（高齢） 厚別東 第2･4木曜 13時～16時 原始林会館　厚別東2条4丁目

58 ロイヤルサロン（高齢） 厚別東 第1月曜10時～16時
毎月15日13時～15時

ロイヤルシャトー新札幌集会室　厚別東2条3丁目

59 ふれあいサロンひまわり（高齢） 厚別東 月1回(不定) パウロ病院デイサービスルーム　厚別東2条6丁目

60 小野幌はつらつサロン（高齢） 厚別東 水曜 10時～12時 小野幌会館　厚別東4条4丁目

61 原始林さわやかサロン（高齢） 厚別東 木曜  9時半～12時 原始林会館大ホール 厚別東２条４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。


