
No サロン名 地区名 開催日 開催場所

1 生き活き倶楽部（高齢） 手稲中央 第3木曜 10時～11時半 パシフィック手稲本町マンション1階ロビー

2 ほっとるーむ（子育て） 手稲中央 第1木曜 13時～15時
ていねコミュニティカフェめりめろ
手稲本町１条３丁目

3 ふれあいル・サンク（高齢） 手稲中央 月1～2回 午後2時間程度 ル・サンク手稲センター棟コミュニティルーム 他

4 おしゃべりとおひるの会（高齢） 手稲鉄北
第2･4月曜 12時～14時半
祝日も開催 個人宅

5 ふきのとう（高齢） 手稲鉄北 第3火曜 14時～16時
ホクレンショップ１階（コミュニティー室）
 前田6条16丁目

6 地域＆親子コミコミ・かふぇ(子育て) 手稲鉄北
週3回（火･水･木曜）
9時半～14時半

プーのいえ　前田1条12丁目ていね楽市ビル2階　

7 ニコニコクラブ明日風（子育て） 手稲鉄北 第3水曜 10時半～12時 あすかぜ会館　明日風1丁目

8 シニアサロンおいでおいで
（高齢・障がい・子育て） 手稲鉄北

週5回（月～金）9時～16時
（土）10時～12時

シニアサロンおいでおいで　前田1条12丁目

9 鉄北ひだまりサロン
（高齢・障がい・子育て） 手稲鉄北 第1水曜 10時～12時 鉄北コミュニティープラザ 曙7条3丁目

10 認知症ミニサロンしもちゃん家(高齢) 手稲鉄北 第2･4月曜 10時～12時 個人宅

11 えがおのひろば（高齢・子育て） 手稲鉄北 月2回(不定) 午前中 ※子供は日曜 町内会館　前田7条17丁目

12 にんご会（高齢） 手稲鉄北
第1･3火曜 、第2･4木曜
13時～15時

シニアサロンおいでおいで　前田1条12丁目

13 サロンびぃすけっと（高齢） 手稲鉄北 第1･3火曜 10時～12時 個人宅  プラザ７１７　前田７条１７丁目

14 げんきかいといちサロン（高齢） 手稲鉄北 毎月１日･第3土曜 10時～12時 ロイヤルシャトー集会室

15 よつばサロン(高齢･障がい･子育て) 手稲鉄北 第1火曜 10時～13時 あすかハウス手稲　曙11条1丁目

16 サロン・すまいる（高齢） 手稲鉄北 毎月最後の木曜 10時～12時 曙第20町内会集会所　曙７条１丁目

17 明日風シニア会（高齢） 手稲鉄北 第1日曜　16時～19時 あすかぜ会館　明日風1丁目

18 まえだっこ（子育て） 前田 金曜 10時15分～11時45分 前田まちづくりセンター　前田6条9丁目

19 エンジョイプラザ（高齢） 前田
第1･最終土曜,第2･4木曜,第3金曜
13時～16時

前田中央会館　前田8条11丁目
パークゴルフ場（前田森林公園･山口緑地）

20 ライフネットくらぶ（高齢） 前田 第2･4土曜と第3水曜 午前
前田中央会館　前田8条11丁目
つむぎの杜　前田3条10丁目

21 ゆたか・いきいきサロン（高齢） 前田 第1月曜 13時～15時半 前田中央会館　前田8条11丁目

22 おちゃのま（高齢） 前田 第3水曜 13時～15時 個人宅

23 つばさサロン（高齢） 前田 第2水曜 10時～12時 個人宅

24 ボランティアあすなろグループ（高齢） 前田
月8回第1（月）第2（月･水･木･金）
第4（月･木･金）9時～12時

前田公園団地7条集会所 他  前田7条12丁目

25 地域のお茶の間来楽（高齢） 前田 月1回（土曜） 11時～13時 地区館るくす　手稲区前田4条10丁目

26 前田緑苑ふれあい茶話会（高齢） 前田 木曜 13時～15時 町内会集会所　前田8条9丁目

27 いきいきサロン前田会館会場（高齢） 前田 金曜 10時～12時 前田会館　前田6条11丁目

28 いきいきサロン前田まちづくりセンター会場
（高齢） 前田 水曜 10時～12時 前田まちづくりセンター 前田6条9丁目

29 ふれあい二線の会（高齢） 前田 月3(不定） 個人宅

30 健康寿命のばそう会（高齢） 前田 月2回（土曜）13時～17時 前田中央会館　前田8条11丁目

31
花サロン千日小鈴
（高齢・障がい・子育て） 前田 月1回（不定）10時～13時 個人宅

32 ひとやすみの日(高齢･障がい･子育て) 前田 月1回（不定）10時～13時 個人宅

33 コミコミ・かふぇ✿すなやま(子育て) 前田 月曜 10時～14時 砂山会館 前田13条10丁目

34 ザ・ひばりの会（高齢） 前田 第3木曜 12時～ 前田西第一町内会集会場　前田4条11丁目

35 ガーデンサロン（高齢） 前田

①カラオケ第2月曜 13時～15時②
楽器演奏月2回(不定期）13時～15
時③囲碁将棋第2･4木曜 13時～16
時④囲碁第2･4水曜 13時～17時

①③前田中央会館
②カラオケ ふぁそら
④個人宅

36 あじさいの会（高齢） 前田 第１･３木曜　13時～15時 前田会館　前田6条11丁目

【 手稲区サロン一覧表　令和元年６月号 】
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住所：手稲区前田1条11丁目手稲区民センター1階　電話：681－2644
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No サロン名 地区名 開催日 開催場所

37 新発寒わらびひろば（子育て） 新発寒 第2火曜  10時～11時半 新発寒わらび会館　新発寒3条5丁目

38 新発寒ひまわりひろば（子育て） 新発寒 月1回(水曜) 10時～11時半 新発寒地区センター　新発寒5条4丁目

39 いきいきサロン（高齢） 新発寒
月1回（毎月10日） 10時～12時
※土日祝の場合休み明け 新発寒地区センター　新発寒5条4丁目

40 つどいば来楽（らいらっく） 新発寒 不定期 新発寒わらび会館　新発寒3条5丁目

41 サロンde朝日（高齢） 新発寒 第1金曜 10時 町内会館　新発寒6条10丁目

42 新発寒ひだまり（高齢） 新発寒 第3金曜 11時～15時 新発寒キリスト教会　新発寒4条5丁目

43 ハート･サロン(高齢･障がい･子育て) 新発寒
麻雀（毎週木曜13時～17時）
手芸（第2･4木曜13時～16時）
ヨガ（第2･4木曜10時～12時）

新発寒わらび会館　新発寒3条5丁目

44 サロン「月いち」(高齢） 新発寒 第2火曜 13時～16時 新発寒わらび会館　新発寒3条5丁目

45 すこやかGYMU（高齢） 新発寒 第４水曜　9時半～12時 新発寒新生会館　新発寒5条6丁目

46 ポコ・ア・ポコ（子育て） 富丘西宮の沢 木曜 10時～11時半 富丘小学校ミニ児童会館　富丘1条6丁目

47 みんなのお茶の間（高齢） 富丘西宮の沢 第4日曜 13時～15時 おおぞら町内会館　西宮の沢2条5丁目

48 福まちサロンとみにし（高齢） 富丘西宮の沢 第1金曜 13時半～15時 富丘西宮の沢会館　富丘2条2丁目

49 富丘コーポふれあいサロン（高齢） 富丘西宮の沢 第3土曜 10時～12時 富丘コーポ集会室　富丘3条5丁目

50 ふれあい「ロピアサロン」（高齢） 富丘西宮の沢 月1回水曜 13時～15時 ロピア・エル富丘集会場

51 カトレア会（高齢） 富丘西宮の沢 不定期 10時～12時 個人宅

52 西宮の沢団地お茶会（高齢） 富丘西宮の沢 第2日曜 11時～15時 西宮の沢団地集会所

53 サロンつくし（高齢） 富丘西宮の沢
月20回程度（曜日関係なし）
10時～16時 町内会館　西宮の沢１条２丁目

54 富丘いきいきサロン（高齢） 富丘西宮の沢 毎週水曜10時～12時 富丘高台団地集会所　富丘3条6丁目

55 ふれあい喫茶（高齢） 稲穂金山 第3水曜 10時～12時 ぶれっくすいんぐる～む　稲穂2条7丁目

56 カトレア会（高齢） 稲穂金山 第3木曜 13時～16時 パシフィック星置ヒルズ集会室

57 ふれあいサロン暁星（高齢） 稲穂金山 第3木曜 10時～12時 稲穂会館　稲穂3条5丁目

58 若がえり（高齢・障がい・子育て） 稲穂金山 不定期 稲穂会館　稲穂3条5丁目

59 ささの会（高齢） 稲穂金山 第3水曜 13時～16時半 個人宅

60 シニア・サロン金山団地（高齢） 稲穂金山 月曜 12時半～16時 金山会館2F　金山2条2丁目

61 かなやまニューサウンズ（高齢） 稲穂金山
第2･4土曜18時～21時
第1･3土曜14時～16時

夢トピアコスモプラザ　星置1条1丁目
星置ハイツ　手稲金山

62 やまなみやすらぎサロン（高齢） 稲穂金山 第4月曜 9時～16時 稲穂会館　稲穂3条5丁目

63 星置駅前団地親和会（高齢） 星置 週1回(土曜または日曜) 9時～15時 星置駅前団地付属集会所

64 なかよし会．11．（高齢） 星置 第1･2･4月曜 10時～ 個人宅 

65 星置南ふれあいサロン（高齢） 星置 月1回(第2または第3水曜) 13時半～ 星置神社社務所　星置南1丁目

66 星置お茶の間倶楽部（高齢） 星置 第2･3･4水曜 10時～15時 個人宅/星置エアーウォーター2F

67 あざみの会（高齢） 星置
第2･第4火曜 13時～15時
他不定期２回 個人宅

68 サロン虹の会（高齢） 星置 第4月曜 13時～16時 個人宅

69 悠・遊クラブ（高齢） 星置 第3火曜   9時～12時 星置会館 星置3条9丁目

70 ゆうあいサロン井戸端（高齢） 星置 第4木曜 13時～16時 イトーピア星置シティビューマンション集会室

71 ふくろうサロン（高齢） 星置 月曜 10時～15時 個人宅

72 スポルト星置（高齢） 星置 水曜 星置地区センター

73 四つ葉クラブ(高齢･障がい･子育て) 星置 第２金曜 10時～12時 アークシティ星置　集会場　星置２条１丁目

74 サロン星の里(高齢･障がい･子育て) 星置 第２木曜 10時～12時 個人宅　
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