
No サロン名 地区名 開催日 主な開催場所

1 ワイワイサロン（高齢） 豊平 月2回（不定） シャルム豊平集会室

2 コスモいきいきサロン（高齢） 豊平 毎日（要時間確認） コスモビュー豊平橋集会所

3 こりんご東園ひろば（子育て） 豊平 第2･４金曜 10時～12時 東園小ミニ児童会館　豊平1条12丁目

4 こりんご旭水ひろば（子育て） 豊平 第3火曜 10時～12時 旭水会館　水車町6丁目

5 ふれあいサロン（高齢） 豊平 第3土曜 13時～15時 パークサイドマンション集会場

6 グリーンアップル美園（高齢） 美園 第3月曜  9時～14時 美園会館　美園6条5丁目

7 ときわぎ仲良しサロン（高齢） 美園 不定期 10時～11時50分 ときわぎ会館  美園6条2丁目

8 美園めんこちゃんひろば（子育て） 美園 第1火曜 10時～11時半 美園湯　美園2条4丁目

9 十日会（高齢） 月寒 毎月10日 10時～14時 個人宅

10 いい輪サロンの会（高齢・障がい） 月寒

月1回月例会(1･6･10･11月除く)
10時～13時
各月5･15･25日
（５のつくサロンの会）

クリーンリバー月寒東集会室
月寒東５条12丁目

11 サロンよつば（高齢） 月寒 第2水曜 10時半～12時 個人宅

12 どんぐり（高齢） 月寒 第3火曜 10時～12時 幸栄の里  月寒西2条5丁目

13 二区いきいきクラブ（高齢） 月寒 第4土曜 10時～12時 ゆうゆうじてき　月寒公園　月寒西1条5丁目

14 あやめのふれあいサロン（高齢） 月寒 第2･4土曜 10時～11時半 あやめ児童会館　月寒東4条10丁目

15 みんなのひろば（高齢･障がい･子育て） 月寒
毎週水曜 10時～15時
毎週金曜 12時～17時 ねっこぼっこのいえ　月寒東1条2丁目

16 たらんぼ（子育て） 月寒 月1回程度　不定期 個人宅、月寒東会館

17 いきいきサロン「逢」（高齢・障がい） 月寒 第1･３土曜 12時半～16時半 月寒集会所　月寒東1条7丁目

18 にじ色フリースペース（子育て） 月寒
第2水曜,第4火曜 17時半～20時
第3火曜 11時～17時

「野草茶房 蓬ほう」月寒東2条7丁目
「ヨガスポットスッカ」月寒東3条7丁目

19 月寒大東サロン（高齢） 月寒 第2･4日曜　10時～14時 月寒東会館　月寒東3条5丁目

20 縁Ｊｏｙ（高齢） 月寒 第2火曜 13時～15時 南平岸会館　平岸2条14丁目

21 サロンこのはな（高齢） 平岸 常設(月～金曜) 10時～16時 新木の花団地第二集会室

22 ほっと・おしゃべりサロン（高齢） 平岸 第1金曜 10時半～13時 平岸スターハイツ管理事務所 平岸１条5丁目

23
ドエルさっぽろふれあいクラブ
（高齢・障がい） 平岸 第1･3火曜 10時～11時半 ドエルさっぽろ集会場

24 サロン・ド・パストラル（高齢） 平岸
第4水曜或いは木曜 12時～15時
※変更の場合あり パストラルハイム平岸集会所

25 友愛の会（高齢） 平岸 水曜 時間不定 コロナード平岸Ⅱ集会場

26 なかよしひろば（子育て） 平岸 第2･4月曜 10時～12時 平岸会館　平岸2条7丁目

27 あっぷるなかよしひろば（子育て） 平岸 第3水曜 10時～12時 平岸グランドビル本館

28 ランチ＆おしゃべりサロン（高齢） 平岸 週1回(水曜)12時～14時半 平岸第3区集会所　平岸1条2丁目

29 サロンあづましい（高齢） 平岸
月1回（第3金曜）
12時～15時半 新この花団地集会室 平岸1条4丁目

30 T-Ｒｏｏｍ（高齢） 平岸 火曜 ･木曜13時～16時 個人宅

31
平岸フラワーホームお元気サロン
（高齢） 平岸 月末月曜　13時～16時 平岸フラワーホーム集会室 平岸2条7丁目

32 カトレア・サロン（高齢） 中の島
月2回（10日と20日）
13時半～15時半 カトレアハイツ札幌 中の島1条6丁目

33 中の島いきいきサロン（高齢） 中の島 月4回木曜 10時～12時 札幌ハイツ2階集会場  中の島１条７丁目

34 ぷらざ2・7（高齢） 中の島 第2水曜 10時～12時 個人宅

35 ラポール中の島悠友サロン（高齢） 中の島 月1回 13時～15時 ラポール中の島管理棟会議室

36 くれよんぽっけ（子育て） 中の島 火曜 9時～12時都合変更有 中の島集会室　中の島１条７丁目

37 和の会（高齢） 中の島 第3木曜 13時～15時 幌平橋ハイホーム集会場 中の島１条1丁目

【 豊平区サロン一覧表　令和元年６月号 】
下記サロンの問い合わせ先：豊平区社会福祉協議会
住所：豊平区平岸6条10丁目1豊平区民センター1階　　電話：815－2940

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 主な開催場所

38 ひまわり（高齢） 西岡 月1回(不定) 13時半～16時半 個人宅

39 なかよしクラブ（高齢） 西岡 月1回(不定) 時間不定 北団地集会室

40 あえ～る’08（高齢） 西岡 第3金曜 10時～17時 コミュニティサロンBalo　西岡4条10丁目

41 クロバーいきいきサロン（高齢） 西岡 第2月曜 10時半～12時半 西岡北集会所　西岡3条1丁目

42 いきいきサロンさくら（高齢） 西岡 第3金曜 10時～12時 西岡さくら町内会館　西岡3条11丁目

43 西岡げんきランド（子育て） 西岡 第3火曜 10時～11時半 西岡小学校　西岡2条9丁目

44 楽笑会（高齢） 西岡
日曜 10時～13時､
平日 13時半～16時半

西岡南団地管理事務所　西岡3条2丁目

45 憩い（高齢） 西岡 月4回（主に水曜午前中） 個人宅

46 令和サロン（高齢） 西岡
月2回（毎月20日と不定）
13時～17時 西岡地区センター　西岡4条9丁目

47 福寿会（高齢） 福住
月2回不定期（概ね第1･3週）
10時～15時 雇用促進住宅福住宿舎集会所　

48 福住さつき花かご会（高齢） 福住
月1回（29日前後）
※2･4･8･12月のぞく 福住さつき町内会館　福住3条12丁目

49 カトレア会（高齢） 福住 月2回(不定) 10時～13時 集会場　福住3条7丁目

50 ふくふくキッズ（子育て） 福住 第3月曜 10時～11時半 福住地区会館　福住1条4丁目

51 パークハウス福住町内会シニア会(高齢) 福住 不定期 13時半～15時半 パークハウス福住

52 日曜カフェ「ポピー」（高齢） 福住
月2回（第2･4日曜）
9時～16時 望羊会館　福住3条8丁目

53 マック36サロン（高齢） 東月寒
第1火曜　13時～15時
第3火曜　17時～20時

MAC羊ヶ丘コート集会室　月寒東１条19丁目

54 ひばり会（高齢） 東月寒 金曜 13時～16時 羊ヶ丘町内会館　月寒東1条15丁目

55 ヴェル友（高齢） 東月寒 第1月曜 13時～15時 ヴェルビュ福住集会場

56 しらかば（高齢） 東月寒 第2金曜 13時～15時 お茶の間なんもさ　月寒東4条19丁目

57 サロンほほえみ（高齢） 東月寒 第2･4火曜 13時～16時
月寒ターミナルハイツ集会所
月寒東１条19丁目

58 サロンしらゆり（高齢） 東月寒 第4火曜 13時半～15時半 東月寒地区センター　月寒東3条18丁目

59 ふれあいクラブ（高齢） 東月寒 月曜 13時半～15時半 個人宅

60 アイビーハイム友の会（高齢） 東月寒 第4火曜 13時～16時 アイビーハイム集会場

61 羊ヶ丘げんきいっぱいの会（高齢） 東月寒 水曜 13時～16時 東月寒羊ヶ丘町内会　月寒東2条15丁目

62 ふれあいキッズ（子育て） 東月寒 第1･2･4木曜 10時～12時 東月寒地区センター　月寒東3条18丁目

63 ぺんぎんサロン（子育て） 東月寒 第3木曜 10時～12時 しらかばの杜　月寒東3条18丁目

64 元気会（高齢） 東月寒 第1･3月曜 11時～15時 ビレッジハウス東月寒宿舎集会所

65 軽スポーツ愛好会（高齢） 東月寒 日曜 13時～16時 東月寒羊ヶ丘町内会館　月寒東2条15丁目

66 遊遊クラブ（高齢） 東月寒
火曜～金曜 12時半～16時
昼食会　9時半～16時 クリーンリバー南月寒集会室

67 ふれあいサロンひまわり（高齢） 東月寒 第3木曜 13時～17時 個人宅

68 月寒元気の会（高齢） 東月寒
第1･3木曜 13時～15時
外出行事の場合10時～

こころディサービス優　月寒東2条12丁目

69 サロンこすもす（高齢） 東月寒
第1金曜･第3木曜 14時～16時
外出行事の場合 10時半～

東月寒地区センター　月寒東3条18丁目（第1金曜）
個人宅（第3木曜）

70 ふれんど（高齢） 東月寒 月曜 10時～11時半 アルメリア福住　月寒東2条16丁目1-70

71 遊友くらぶ（高齢） 南平岸 第3火曜 13時～16時半 豊平区民センター　平岸6条10丁目

72 ヒルタウンなかよしサロン（高齢） 南平岸 水曜 17時～21時
パシフィック・ヒルタウン・SAPPORO
コミュニティセンタープレールーム

73 えがおサロン「モンテラス」（高齢） 南平岸
月１回（7月木曜、8月火曜、
9月水曜）10時～12時 モンテベルデ澄川集会室

74 南平岸ちびっこひろば（子育て） 南平岸 第1･3木曜 10時～11時半 南平岸会館　平岸2条14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。


