
Ｈ30.9.7現在

地区名 サロン名 開催日時 開催場所

八軒 ナナカマドの会 月1回（第3木曜）　10：30～12：30 個人宅

八軒 ライラックサロン 月1回（第2金曜）　13：00～15：00 個人宅

八軒 わいわいサロン 月1回（第3水曜）　14：00～16：00 クリーンリバーパークハイツ集会室（西区八軒5条西10丁目）

八軒 西八軒サロン 月1回（曜日不定期）　10：00～15：00 千田会館（西区八軒4条西3丁目）

八軒 八軒福まちサロン 月1回（第2木曜）　10:00～12:00 八軒会館（西区八軒1条西1丁目）

八軒 リラの会 月1回（第2木曜）13:00～15:30 ノースピア集会所（西区八軒1条東2丁目）

八軒 虹 月2回(第1・第2木曜)　第1木曜:13:00～15:30、第2木曜:19:00～21:30 個人宅

八軒 花水木 月1回（第3火曜）14：00～16：00 集会場（西区八軒1条東4丁目）

琴似二十四軒 バームハイツ琴似青い鳥 月1回（第3火曜）　10：30～12：30　※18：00～ 個人宅

琴似二十四軒 くろゆり会 月2回（第2・4木曜）　13：00～17：00 二十四軒会館等（西区二十四軒3条4丁目）

琴似二十四軒 手作りサークル 月2回（第2・4水曜）　13：00～15：30 フロントシティ琴似B棟集会室（西区琴似3条1丁目）

琴似二十四軒 京成会 月1回（不定）　13：00～15：00　（食事会は12：00～14：00） 京成サンコーポ琴似台（西区二十四軒3条7丁目）

琴似二十四軒 さみどり会 月1回（第3金曜）　14：00～16：00 マンションニュー緑台A集会室（西区二十四軒3条7丁目）

琴似二十四軒 一茶会 月1回（第3水曜）他随時　13：30～15：30 ラポール二十四軒1号館集会所（西区二十四軒1条5丁目）

琴似二十四軒 じい～じの会 月2回（第2・4火曜）9:00～11:00 フロントシティ琴似B棟集会室（西区琴似3条1丁目）

琴似二十四軒 にっこりサロン 月1回（第2日曜）13:00～15:00 社会福祉法人ＮＩＫＯＲＩ内（西区二十四軒4条6丁目）

琴似二十四軒 フロントシティ琴似お茶飲み会 週1回(火曜)　10:00～12:00 フロントシティ集会所（西区琴似3条1丁目）

西区内の集いの場（ふれあいいきいきサロン）

各サロンについてのお問合せは西区社会福祉協議会（ＴＥＬ641-6996）まで



Ｈ30.9.7現在

地区名 サロン名 開催日時 開催場所

琴似二十四軒 ひまわり 月１回～2回（15日）13：00～15：00 私設ギャラリー・私設多目的ホール（ＭＳ）等

琴似二十四軒 仲よしおしゃべり会 月１回（第３金曜か第4金曜）12：00～14：00 個人宅

琴似二十四軒 ミントサロン 月１回（第2火曜）13：00～15：00 琴似2条シティハウス集会場（西区琴似2条2丁目）

琴似二十四軒 遊悠サロン 月4回（第1金曜・第3月曜・第4水曜・第4木曜）9：00～12：00 琴似会館（西区琴似4条2丁目）

琴似二十四軒 サロン琴似 月2回(第1・2水曜）10：00～11：30 西区民センター（西区琴似2条7丁目）

西町 野いちごの会 月1回（第3金曜）　13：30～16：00（1月・8月はお休み） 西野福祉会館（西区西野3条2丁目）

西町 男和の会 月1回（第1金曜）　10：00～14：00 西町地区福祉のまち推進センター事務所「なごみ」　西区西町北7丁目

西町 美和の会 月1回（第2水曜）　10：00～14：00 西町地区福祉のまち推進センター事務所「なごみ」　西区西町北7丁目

西町 むつみ会 月1回（第2日曜）10:00～12:00 西野パークハウス１階集会所(西区西野4条1丁目)

西町 アカシアクラブ 月2回（第2、第4木曜）10:00～12:00 西野福祉会館（西区西野3条2丁目）

西町 サロンさなぶり 月2回（第1、第3木曜）10:00～13:00 西野中央会館（西区西野3条8丁目）

西町 すみれ会 月1回(土曜不定期(最終土曜以外))10:00～12:00 西野ハイツ集会所（西区西野2条3丁目）ほか

西町 ふうしゃdeやまべエ
月3回（第2・第4水曜）13：30～15：30、（第4月曜10：00～12：
00）

コミュニティ・カフェふうしゃ（西区西町南21丁目）

発寒北 不苦労の会 月2回（第2・4水曜）　9：30～12：00 発寒北地区会館（西区発寒12条4丁目）

発寒北 おしゃべり会 月3回（第4火曜・第2、4木曜）　10：00～12：00 発寒北地区会館（発寒12条4丁目1-3）

発寒北 集いの会 月2回（第1土曜13：00～16：00　第3土曜12：00～16：00） 道営団地集会所（西区発寒10条2丁目）

発寒北 発寒宿舎はまなす会 週1回（月曜）　10：00～14：00 雇用促進住宅発寒宿舎自治会集会所（西区発寒11条6丁目）

発寒北 ほっと～クラブ 週1回（木曜）　9：00～11：00 鉄興公園内少年野球場（発寒11条11丁目）　北翔養護学校（発寒11条16丁目）

各サロンについてのお問合せは西区社会福祉協議会（ＴＥＬ641-6996）まで



Ｈ30.9.7現在

地区名 サロン名 開催日時 開催場所

発寒北 ふれあい新生サロン 月1回（第2土曜）　13：30～15：00 個人宅

発寒北 月曜ストレッチ会 週1回（月曜）　9：00～10：30 発寒北児童会館（西区発寒12条4丁目）

発寒北 柏フラワーサロン 月1回（金曜）　10：00～15：00 発寒北地区会館（西区発寒12条4丁目）

発寒北 さつきの会 月1回（第2木曜）　10：00～15：00 発寒北地区会館（西区発寒12条4丁目）

発寒北 フラワー会 月1回（第3木曜）　10：00～15：00 発寒北地区会館（西区発寒12条4丁目）

発寒北 新和プチサロン 年4～5回（不定期開催） 個人宅等

発寒北 宮の内友の会 月1回（第3月曜）　10：30～14：30 発寒北地区会館（西区発寒12条4丁目）

発寒北 陽だまりげんき会 月3～4回（月・火・木・金曜）　10：00～15：00 発寒北地区会館（西区発寒12条4丁目）

発寒北 アイビーサロン 毎週（水曜）　10：00～15：00 アイビーハイム発寒中央集会室（西区発寒11条1丁目）

発寒北 サロン弥生 週1回(木曜)　10:00～13:00 集会場（西区発寒12条5丁目）

発寒北 井戸ばたサロン 第3または第4金曜 2～3時間 発寒北地区会館（西区発寒12条4丁目）、発寒東小学校（西区発寒15条2丁目）

発寒北 よつば会 月2回(第2・4金曜)　9:00～15:00 市営住宅発寒集会所（発寒12条5丁目）

発寒北 寺子屋 月2回(第2・4木曜)　10:00～15:00 発寒北地区会館（西区発寒12条4丁目）

発寒北 おしゃべり会 月2回（第2水曜・第4日曜）10：30～14：00 個人宅

発寒北 にこにこサロン 月１回（第3木曜）10：00～12：00 セイビセンター会議室（西区発寒15条1丁目）

西野 花あかり 週1回（火曜日）　13：00～15：00 北海道信金西野支店（西区西野6条3丁目）

西野 八区さわやかサロン 月1回（第2土曜）　16：30～19：30 福井会館（西区福井3丁目）

西野 ひよどりサロン 月2回不定　13：30～15：00 西野厨房だんらん（西区西野8条9丁目）

各サロンについてのお問合せは西区社会福祉協議会（ＴＥＬ641-6996）まで



Ｈ30.9.7現在

地区名 サロン名 開催日時 開催場所

西野 なごみ会 月1回（第4土曜）　13：30～15：30 昭妙寺客間（西区西野14条8丁目）

西野 たんぽぽ 月2回（第1月曜・第3月曜）　10：00～12：00 西野地区福祉のまち推進センター事務所（西区西野6条3丁目）

西野 福まちサロン西野第二 月1回（第1水曜）　10：00～ 西野第二会館（西区西野8条6丁目）

西野 さわやかクラブ 月3回（第1・2・3月曜） 西野第二会館（西区西野8条6丁目）

西野 西野第一サロン 月1回（第1月曜）13:00～16:00 西野第一町内会館（西区西野6条8丁目）

西野 はなそう会 週1回（火曜）　15：30～17：00 西野第二会館（西区西野8条6丁目）

西野 西野第二1分区サロン 月1回程度午前または午後 個人宅等

西野 西野第二4分区サロン 週1回（月曜）　午前 個人宅等

西野 西野第二8分区サロン 週1回（月曜）　午前 個人宅等

西野 西野第二9分区サロン 週1回（火曜）　午後 個人宅等

西野 西野第二11分区サロン 週1回（月曜）　午前 個人宅等

西野 ポピーサロン 週1回(火曜)　10:00～12:00 町内会館（西区福井3丁目）

西野 サロンえみーな 月2回(土曜)　10:00～12:00 元気がでる家えみーな（西区西野8条5丁目）

西野 笑福サロン 月4回(木曜)　13:00～15:00（内1回はランチ会11：00～） 福井会館（西区福井3丁目）

西野
コミュニティカフェルーム“Doれみ”（ド
レミ）

月1回（第１水曜）　10：00～17：00 西野第二会館（西区西野8条6丁目）

西野 福井1丁目さくら会 月2回（第2・4水曜）10：00～14：00 ふくい会館（西区福井3丁目）

西野 仲よし健康サークル 週1回（火曜）　10：00～12：00 西野第二町内会館（西区西野8条6丁目）

西野 西野第一健康クラブ 週1回（月曜）　13：30～15：30 西野第一会館（西区西野6条8丁目）

各サロンについてのお問合せは西区社会福祉協議会（ＴＥＬ641-6996）まで
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西野 二丁目すこやかサロン 月2回(第2・第4月曜）10：00～12：00 ふくい会館（西区福井3丁目）

西野 ファイト・へいわ 月２回（第２・４火曜）10：00～12：00 平和第一会館（西区平和１条６丁目）

西野 さわやかサロン 月2回（第1.3木曜）10：00～12：00 個人宅

山の手 あさがおの会 月1回（第2水曜）　12：00～14：00 個人宅

山の手 山の手17（いいな）クラブ 月1回（第3木曜）　10：00～12：30　13：00～15：30 山の手会館

山の手 山の手おしゃべり会 月1回（不定土曜）　12：00～15：00　天気の良い日程 個人宅

山の手 山の手福路会 月2回（第2・4火曜）　10：00～12：00 個人宅

山の手 サロン・ドミール 月１回（第3水曜）10：30～15：00 ドミール山の手集会場（西区山の手２条７丁目）

山の手 サロン　レッツ水曜会 月１回（第2水曜）10：00～15：00 山の手会館（西区山の手3条2丁目）

発寒 8条団地サロン 週1回（日曜）　12：00～17：00 発寒8条団地集会室（西区発寒8条5丁目）

発寒 清水橋町内会ひまわり会 月1回（第3土曜）　13：00～15：00 個人宅

発寒 まきばの郷茶話会 週1回（日曜）　9：00～11：15 サングレース発寒（西区発寒8条13丁目）

発寒 いずみ会・ふれあいサロン「izumi」 月2回（第2・第4土曜）13：00～17：00 個人宅

発寒
いずみ会レディース・ふれあいサロン
「おしゃべり」

月1回（第1水曜）13：00～16：00 個人宅

発寒 発寒六条プレジデントハイム茶話会 月1回（第3土曜）10：00～12：00 発寒六条プレジデントハイム集会室

発寒 和楽サロン 週1回(月曜)13：00～17：00 個人宅

八軒中央 彩華の会
手話：第3木曜13:00～15:00
ｶﾗｵｹ：第4金曜13：00～16：00

八軒中央地区福祉のまち推進センター（西区八軒6条2丁目）

八軒中央 メゾン会 月1回（不定期）　10：00～13：00または13：00～15：00 メゾン・ド・ルチェ北大西集会室（西区八軒7条東5丁目）

各サロンについてのお問合せは西区社会福祉協議会（ＴＥＬ641-6996）まで



Ｈ30.9.7現在
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八軒中央 新道コスモス会 月1回（第3水曜）　12：00～16：00 町内会館（西区八軒9条西11丁目）

八軒中央 ひまわりGOGOサロン 月1回（第1木曜）　10：00～12：00　または　13：00～15：00 八軒中央会館（八軒6条西2丁目）はちけん地区センター（八軒6条西2丁目）

各サロンについてのお問合せは西区社会福祉協議会（ＴＥＬ641-6996）まで


