
No サロン名 地区名 開催日 主な開催場所

1 ハニーランド（子育て） 八軒 第3金曜 10時～11時半 八軒会館　八軒1条西1丁目

2 彩華の会（高齢・障がい） 八軒
第4木曜13時～15時（手話）
第4金曜13時～16時（カラオケ） 「富久屋」食堂　八軒1条西1丁目

3 ナナカマドの会（高齢・障がい） 八軒 第3木曜 10時半～12時半 個人宅

4 ライラックサロン（高齢） 八軒 第2金曜 13時～15時 個人宅

5 わいわいサロン（高齢） 八軒 第3水曜 14時～16時 クリーンリバーパークハイツ集会室

6 西八軒サロン（高齢） 八軒 月1回(曜日不定期) 10時～15時 千田会館　八軒4条西3丁目

7 八軒福まちサロン（高齢） 八軒 第2木曜 10時～12時 八軒会館　八軒1条西1丁目

8 タワーサロン（高齢・障がい・子育て） 八軒 第2金曜 10時～12時 タワー集会場

9 リラの会（高齢） 八軒 第2･4木曜 13時～15時半 ノースピア集会場

10 虹（高齢） 八軒
第2木曜 19時～21時半
第3木曜 13時～15時半

個人宅

11 花水木（高齢） 八軒 第3火曜 14時～16時 琴似グランドコープ集会所

12 バームハイツ琴似青い鳥（高齢） 琴似二十四軒 第3火曜 10時半～12時半※18時～ 個人宅

13 碁ふれあいサロン（高齢） 琴似二十四軒 第3土曜 13時～17時 ラポール二十四軒1号館集会所

14 はまなす会（高齢・子育て） 琴似二十四軒 木曜 16時半～20時 琴似マンション集会室

15 くろゆり会（高齢） 琴似二十四軒 第2･4木曜 13時～17時 二十四軒会館他 二十四軒3条4丁目

16 手作りサークル（高齢） 琴似二十四軒 第2･4水曜 13時～15時半 フロントシティ琴似B棟集会室

17 ことに遊悠（子育て） 琴似二十四軒 第4火曜 10時～11時半 琴似会館　琴似4条2丁目

18 京成会（高齢） 琴似二十四軒 月1回(不定) 13時～15時 京成サンコーポ琴似台

19 さみどり会（高齢） 琴似二十四軒 第3金曜 14時～16時 マンションニュー緑台A集会室

20 一茶会（高齢） 琴似二十四軒 第3水曜（他随時） 13時半～15時半 ラポール二十四軒1号館集会所

21 にっこりサロン（高齢） 琴似二十四軒 第2日曜 13時～15時 社会福祉法人ＮＩＫＯＲＩ　二十四軒4条6丁目

22 フロントシティ琴似お茶飲み会（高齢） 琴似二十四軒 火曜 10時～12時 フロントシティ集会室

23 にこにこパークサロン（高齢・子育て） 琴似二十四軒 月1回 平日13時～2時間程度 二十四軒パークマンションⅡ集会場

24 ひまわり（高齢） 琴似二十四軒 月1～2回（毎月15日）13時～15時 私設ギャラリー他 琴似3条5丁目

25 いち・にの会（高齢） 琴似二十四軒 金曜 19時～21時 ヴィルヌーヴ琴似集会室

26 仲よしおしゃべり会（高齢） 琴似二十四軒 第3･4金曜 12時～14時 個人宅

27 ふれあいサロン（高齢・子育て） 琴似二十四軒 第2木曜、第4日曜　13時半～16時 琴似マンション集会場　

28 ワン・ツーサロン（高齢・子育て） 琴似二十四軒 第2月曜13時～15時 連町会館2Ｆ　琴似2条2丁目

29 ミントサロン（高齢） 琴似二十四軒 第2火曜13時～15時 琴似2条シティハウス集会場　

30 遊悠サロン（高齢） 琴似二十四軒
第１金曜･第３月曜･第４水曜･第4木曜
10時～11時半 琴似会館 琴似4条２丁目

31 サロン琴似（高齢） 琴似二十四軒 第１･2水曜　10時～11時半 西区民センター 琴似2条7丁目

【 西区サロン一覧表　令和元年６月号 】
下記サロンの問い合わせ先：西区社会福祉協議会
住所：西区琴似2条7丁目西区役所1階　　電話：641－6996
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32 しっぽっぽ広場（子育て） 西町 第3木曜 10時～11時半 宮の丘中学校　西野3条10丁目

33 野いちごの会（高齢） 西町
第3金曜 13時半～16時
※1・8月は開催なし 西野福祉会館　西野3条2丁目

34 西園小学校SunSun広場（子育て） 西町 第2木曜 10時～11時半 西園小学校ミニ児童会館　西野1条7丁目

35 男和の会（高齢・障がい） 西町 第1金曜 10時～14時
西町地区福祉のまち推進センター事務所
「なごみ」　西町北7丁目

36 美和の会（高齢・障がい） 西町 第2金曜 10時～14時
西町地区福祉のまち推進センター事務所
「西町会館」　西町南9丁目

37 アカシアクラブ（高齢） 西町 第2･4木曜 10時～12時 西野福祉会館　西野3条2丁目

38 サロンさなぶり（高齢） 西町 第2･4木曜 10時～13時 西野中央会館　西野３条８丁目

39 すみれ会（高齢） 西町 土曜(不定期)10時～12時 西野ハイツ集会所

40 ふうしゃdeやまべエ（高齢） 西町
第2・4水曜　13時半～15時半
第4月曜　10時～12時 ｺﾐｭﾆﾃｨ･ｶﾌｪふうしゃ　西町南21丁目

41 不苦労の会（高齢） 発寒北 第2･4水曜 9時半～12時 発寒北地区会館　発寒12条4丁目

42 おしゃべり会（高齢） 発寒北 第4火曜  10時～12時
発寒北地区会館　発寒12条4丁
目

43 ふれあいサロンはっさむ（子育て） 発寒北 概ね第1･3月曜 10時～11時半 はっさむ地区センター　発寒10条4丁目

44 集いの会（高齢） 発寒北
第1土曜13時～16時
第3土曜12時～16時

道営団地集会所

45 発寒東小ふれあいひろば（子育て） 発寒北 月曜 10時～11時半
発寒東小学校「かがやき広場」
発寒15条2丁目

46 発寒宿舎はまなす会（高齢） 発寒北 月曜 10時～14時 ビレッジハウス発寒

47 ほっと～クラブ（高齢） 発寒北 水･木曜 9時～11時 北翔養護学校他　発寒11条16丁目

48 ふれあい新生サロン（高齢） 発寒北 第2土曜 13時半～15時 個人宅

49 月曜ストレッチ会（高齢） 発寒北 月曜 9時～10時半 発寒北児童会館　発寒12条4丁目

50 柏フラワーサロン（高齢） 発寒北 金曜 10時～15時
発寒北地区会館(陽だまり）
発寒12条4丁目

51 さつきの会（高齢） 発寒北 第2木曜 10時～15時 発寒北地区会館　発寒12条4丁目

52 フラワー会（高齢） 発寒北 第3木曜 10時～15時
発寒北地区会館(陽だまり）
発寒12条4丁目

53 新和プチサロン（高齢） 発寒北 年4～5回（不定期開催） 個人宅

54 宮の内友の会（高齢） 発寒北 第3月曜 10時半～14時半
発寒北地区会館(陽だまり）
発寒12条4丁目

55 アイビーサロン（高齢） 発寒北 水曜 10時～15時 アイビーハイム発寒中央集会室

56 サロン弥生（高齢） 発寒北 木曜 10時～13時 発寒団地集会所

57 井戸ばたサロン（高齢） 発寒北 不定期
発寒北地区会館　発寒12条4丁目、
発寒東小学校　発寒15条2丁目

58 よつば会（高齢） 発寒北 第2･4金曜 9時～15時 市営住宅発寒集会所 発寒12条5丁目

59 寺子屋（高齢） 発寒北 第2･4木曜 10時～15時 発寒北地区会館 発寒12条4丁目

60 おしゃべり会（高齢） 発寒北 第２水曜・第４日曜 10時半～14時 個人宅

61 にこにこサロン（高齢） 発寒北 第3木曜 10時～12時
CCBLD(クリーンチェックビル）
発寒14条2丁目
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62 いきいきサークル昭和（高齢） 西野 水曜(祝日の場合なし） 10時～11時半 昭和会館　西野6条3丁目

63 なかよし広場（子育て） 西野 月1回(木曜) 10時～11時半 ふくい会館　福井3丁目

64 なかよしサロン（高齢） 西野 月1回(不定) 15時～18時 個人宅

65 あそびの広場（子育て） 西野 第2･4火曜 10時～11時半 西野第一町内会館　西野6条8丁目

66 花あかり（高齢） 西野 火曜 13時～15時 北海道信用金庫西野支店　西野6条3丁目

67 8区さわやかサロン（高齢） 西野 第2土曜 11時～14時 ふくい会館　福井3丁目

68 ひよどりサロン（高齢） 西野 月2回(不定)金曜 13時半～15時 西野厨房だんらん　西野8条9丁目

69 ふれあいひろば西野（子育て） 西野 金曜 10時～11時半 西野児童会館　西野7条3丁目

70 なごみ会（高齢） 西野 第4土曜 13時半～15時半 昭妙寺客間　西野14条8丁目

71 たんぽぽ（高齢） 西野 第1月曜･第3木曜 10時～12時
西野地区福祉のまち推進センター事務所
西野6条3丁目

72 福まちサロン西野第二（高齢） 西野 第1水曜 10時～ 西野第二会館　西野8条6丁目

73 さわやかクラブ（高齢） 西野 第1･2･3月曜 13時～15時 西野第二会館　西野8条6丁目

74 はなそう会（高齢） 西野 毎週火曜  15時半～17時 西野第二会館　西野8条6丁目

75 西野第二１分区サロン（高齢） 西野 月1回午前or午後 西野第二会館　西野8条6丁目、個人宅

76 西野第二４分区サロン（高齢） 西野 月曜  午前 西野第二会館　西野8条6丁目、個人宅

77 西野第二８分区サロン（高齢） 西野 月曜  午前 西野第二会館　西野8条6丁目、個人宅

78 西野第二９分区サロン（高齢） 西野 火曜  午後 西野第二会館　西野8条6丁目、個人宅

79 西野第二１１分区サロン（高齢） 西野 月曜  午前 西野第二会館　西野8条6丁目、個人宅

80 ポピーサロン（高齢） 西野 火曜 10時～12時 ふくい会館　福井3丁目

81 サロンえみーな（高齢） 西野 第2･4土曜 10時～12時 元気がでる家えみーな　西野8条5丁目

82 笑福サロン（高齢） 西野
月4回木曜 13時～15時
内1回はランチ会11時～ ふくい会館　福井3丁目

83 コミュニティカフェルーム“Doれみ”
（ドレミ）（高齢） 西野 第１水曜　10時～17時 西野第二会館　西野8条6丁目

84 子育てサロンKaokao（子育て） 西野 水曜　14時～17時 西野厨房だんらん　西野8条9丁目

85 福井１丁目さくら会（高齢） 西野 第２･４水曜　１０時～14時 ふくい会館　福井３丁目

86 仲よし健康サークル（高齢） 西野 毎週火曜  10時～12時 西野第二町内会館　西野8条6丁目

87 西野第一健康クラブ(高齢） 西野 毎週月曜  13時半～15時半 西野第一会館　西野6条8丁目

88 二丁目すこやかサロン(高齢） 西野 第2･4月曜  10時～12時 ふくい会館　福井3丁目

89 ファイト・へいわ（高齢） 西野 第2･4火曜  10時～12時 平和第一会館　平和１条６丁目

90 さわやかサロン（高齢） 西野 第1･3木曜  10時～12時 個人宅

91 あさがおの会（高齢） 山の手 第3木曜　12時～14時 個人宅

92 山の手うっき・き（子育て） 山の手 第2火曜　10時～11時半 山の手南小学校　山の手1条9丁目

93 山の手17（いいな）クラブ（高齢） 山の手 第3木曜 　2時間半程度
山の手会館　山の手3条2丁目
個人宅、野外（市内）

94 山の手おしゃべり会（高齢） 山の手 月1回(不定土曜) 12時～15時 個人宅

95 山の手福路会（高齢） 山の手 第2･4火曜 10時～12時
山の手児童会館　山の手6条5丁目
個人宅

96 「サロン・ドミール」（高齢） 山の手 第3水曜　10時半～15時 ドミール山の手集会場

97 サロン　レッツ水曜会（高齢） 山の手 第2水曜　10時～15時 山の手会館　山の手3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。
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98 発寒地区子育てサロン（子育て） 発寒
月2回（第1月曜・第2火曜）
10時～11時半

発寒川沿会館　発寒1条3丁目
発寒福祉会館　発寒5条3丁目　7月・1月は合同

99 8条団地サロン（高齢） 発寒 日曜 12時～17時 発寒8条団地集会室

100 清水橋町内会ひまわり会（高齢） 発寒 第3土曜 13時～15時 個人宅

101 なかよし川沿サロン（子育て） 発寒 第1月曜 10時～11時半 発寒川沿会館　発寒1条3丁目

102 にこにこ広場（子育て） 発寒 第2火曜 10時～11時半 発寒福祉会館　発寒5条3丁目

103 まきばの郷茶話会（高齢） 発寒 日曜 9時～11時15分 サングレース発寒

104 いずみ会・ふれあいサロン「izumi」（高齢） 発寒 第2･第4土曜 13時～17時 個人宅

105 いずみ会レディース・ふれあいサロン
「おしゃべり」（高齢） 発寒 第1水曜 13時～16時 個人宅

106 発寒六条プレジデントハイム茶話会（高齢） 発寒 第3土曜 10時～12時 発寒六条プレジデントハイム　集会室

107 にじいろ（高齢・障がい・子育て） 発寒 第3火曜 13時～16時 個人宅　

108 和楽サロン（高齢） 発寒 月曜 13時～17時 個人宅　

109 いこいの会（高齢者） 発寒 第4土曜 10時～12時 リーベスト宮の沢集会室

110 クリーンリバー茶話会（高齢） 発寒 金曜10時～16時　第4火曜13時～15時 クリーンリバー新発寒　集会室

111 あそびのひろばミルキー（子育て） 八軒中央 第4金曜 10時～11時半 八軒中央会館　八軒6条西2丁目

112 メゾン会（高齢） 八軒中央 月1回(不定) メゾン・ド・ルチェ北大西集会室

113 新道コスモス会（高齢） 八軒中央 第3水曜 12時～16時 町内会館　八軒9条西11丁目

114 ひまわりGOGOサロン（高齢） 八軒中央
第2水曜 （2ヶ月に１回）
10時～12時または13時～15時 八軒中央会館他 八軒6条西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。


