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（2021年2月現在）

No サロン名 地区名 開催日 主な開催場所 参加対象 料金 主な内容

1 おててつないで（障がい・子育て） 第3金曜 10：00～11：30 白石区民センター　南郷通1丁目南８ 乳幼児親子 無料 自由遊び、季節行事等

2 わんぱくサロン（子育て）
第3火曜 10：00～11：30

※8・1月は第4火曜、12月は第3木曜
白石小ミニ児童会館　本通1丁目北４ 乳幼児親子 無料 自由遊び、読み聞かせ、季節行事等

3 ぽかぽかサロン（子育て）
第2木曜 10：00～11：30

※8・1月は第4火曜、12月は第3木曜
南郷小学校ミニ児童会館　本郷通4丁目南３ 乳幼児親子 無料 自由遊び、読み聞かせ、季節行事等

4 たんぽぽサロン（子育て） 第4木曜 10：00～11：30 西白石小学校ミニ児童会館　中央3条5丁目 乳幼児親子 無料 自由遊び、読み聞かせ、季節行事等

5 明日の会（高齢） 金曜 10：30～12：00 コープ白石中央マンション集会室　中央1条5丁目 マンション内の高齢者 無料 おしゃべり、健康体操、レク等

6 ふれあいサロン・南郷台（高齢） 第1木曜 13：30～15：30 京成サンコーポ南郷台集会場　南郷通3丁目南５ マンション内の高齢者 無料 おしゃべり、レク等

7 共栄憩の会（高齢） 毎月8日 11：30～14：30 共栄福祉会館　平和通7丁目南１　夏～公園（月2回　1時間程度） 共栄第三町内会の高齢者 600円 食事会、おしゃべり、相談、情報交流、公園でのごみ拾い

8 ふれんどサロン（高齢） 第3土曜　13：00～15：00 京成サンコーポ集会室 南郷通3丁目南５ マンション内の高齢者 無料 おしゃべり、絵手紙、ゲーム等

9 サロン和かば（高齢）
2か月に1度(不定）

13：30～15：30 白石会館　本通1丁目南2 白石区本通親和会の会員の高齢者 無料 茶話会、趣味活動、レク、２会場の参加者の交流会等

10 カフェinカメラ懐館（高齢） 第2・4木曜 10：30～14：00 カメラ懐館　平和通２丁目南１ 特になし １回500円 軽食、歌、体操等

11 「子育てサロン」コアラ（子育て） 第4月曜 10：00～11：30 共栄福祉会館　平和通7丁目南１ 乳幼児親子 無料 自由遊び、読み聞かせ、季節行事等

12 共栄サロン「ゆうゆう」（高齢） 第4水曜13:30～15:00 共栄福祉会館　平和通7丁目南１-15 町内に住む65歳以上の高齢者 無料 体操、講話、作品制作、子供たちと交流、演劇鑑賞

13 みんなのお茶の間くるくる（高齢） 火曜 10：00～15：00 個人宅（本郷通８丁目南） 当該サロンの近隣住民
１回100円

※冬期150円
おしゃべり、小物づくり、講話、ランチ会（月1回）

14 ふれあい広場ほんごう（高齢） 第4月曜 10：00～15：00 本郷会館　本郷通8丁目北１ 本郷町内会の高齢者 無料
囲碁、麻雀、民謡、おしゃべり、

介護予防体操(奇数月）、カラオケ（偶数月）等

15 なでしこの会（高齢） 第1日曜 10：00～18：00 個人宅（平和通１２丁目南） 会場周辺の高齢者 １回300円 折り紙、古布の利用、敷物作り等

16 ひまわりサロン（高齢） 火･木曜 10：30～12：00 個人宅（本郷通１０丁目南） 高齢者
１回300円

※冬期４00円
演歌体操、折り紙製作、ゲーム、歌、ミュージックベル等

17 シルバーサロン（高齢） 木曜　10：00～16：00　※8月除く 旭町内会館　平成通１０丁目北4-15
旭町内会及び近隣町内会の

65歳以上の方 １回200円 昼食、おしゃべり、ゲーム

18 いきいきサロン東札幌（高齢） 第2･4水曜 13：00～15：00 東札幌会館　東札幌2条4丁目 東札幌在住の高齢者 １回150円 おしゃべり、ゲーム、歌、生け花等

19 いきいきサロンやまびこ（高齢） 第1･3水曜 13：00～15：00 東札幌会館　東札幌2条4丁目 東札幌地区の高齢者
１回150円※特別

行事で500円また

は1000円
おしゃべり、ゲーム、歌、生け花等

20 ぐー・ちょき・ぱー（子育て） 第3木曜 10：00～11：30 東札幌会館　東札幌2条4丁目 0歳～ 無料 自由遊び、絵本、折り紙、季節行事等

下記サロンの問い合わせ先：白石区社会福祉協議会　　住所：白石区南郷通1丁目南8-1白石区複合庁舎1階　電話：011-861-3700

白石

東白石

◇ふれあい・いきいきサロン（白石区）

※注意※　掲載内容は、調査時点のものとなり、変更する可能性があります。詳しくは、上記窓口に直接おたずねください。

東札幌
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（2021年2月現在）

No サロン名 地区名 開催日 主な開催場所 参加対象 料金 主な内容

21 いきいきサロンひまわり（高齢） 第3土曜 13：00～15：00 UR都市機構東札幌6条団地 集会場　東札幌6条3丁目 団地内の65歳以上の高齢者 200円 お茶会、ゲーム、カーリンコン、季節行事等

22 東札幌ランチサロン（高齢） 第4金曜 12：00～15：00 東札幌会館　東札幌2条4丁目 高齢者（主に独居者）
1回300円

※昼食無100円 昼食、茶話会、紙工作、折り紙等

23 お茶の間サロン・チャオ（高齢） 第2･4木曜 14：00～16：00 個人宅（菊水3条） 菊水西連町の独居高齢者 １回200円 おしゃべり、カラオケ、ＤＶＤ鑑賞等

24 どんぐりころころ（子育て） 第2火曜 10：00～11：45 菊水地区会館　菊水7条2丁目 乳幼児親子 無料 自由遊び、読み聞かせ、季節行事等

25 サロン四ツ葉（高齢） 第3･4木曜 10：00～12：00 菊水東町福祉会館　菊水6条4丁目 菊水東連町の高齢者 １回100円 おしゃべり、囲碁、将棋、麻雀、介護予防体操等

26 ラ・クレスト菊水ふれあいサロン（高齢）

第1水曜・第２火曜 13：30～15：00

第3火曜 11：30～13：00

第４火曜（4～10月）10：00～12：00

　　　　（11～3月）13：30～15：00

ラ・クレスト菊水クレアホール　菊水1条2丁目　 マンション内の高齢者
無料※昼食サロ

ン時200円（第

３火曜日）

健康体操、ゲーム、カラオケ、ゲーム、季節行事等

27 菊水南町福の会（高齢） 第1～3月曜　10：00～14：00 菊水南町やよい児童会館　菊水1条4丁目 菊水地区内の高齢者他 １回200円 健康体操、茶話会、三世代交流等

28 サロンＶガーデン（高齢）
第4火曜 10：00～17：00

火・金曜 18：00～20：00

第2・4水曜　9：00～11：00

ディーグラフォート東札幌Ｖガーデン集会所 菊水8条4丁目 マンション内の高齢者 無料 茶話会、パークゴルフ、マージャン、料理等

29 いちよん会（高齢） 第3金曜基本　17：00～21：00
菊水地区会館 菊水7条2丁目

菊水ワークセンター 菊水1条4丁目

菊水１条４丁目町内会
の高齢者

１回500円 カラオケ、情報交換等

30 北郷ふれあいいきいきサロン（高齢） 月1回(不定) 10：00～11：30
北郷東会館 北郷3条6丁目 北郷会館　北郷3

条3丁目 北郷瑞穂会館 北郷8条9丁目 北郷地区の高齢者 1回100円 茶話会、ゲーム等

31 地域の茶の間「みずほ」（高齢） 第1木曜 10：00～13：00 北郷瑞穂会館　北郷8条9丁目 会場周辺の高齢者 １回300円 おしゃべり、手芸、ゲーム等

32 ころぽっくる（子育て）
第2水曜 10：00～11：30

※8月は第4水曜、1月は休み
北白石小学校ミニ児童会館　北郷6条３丁目 乳幼児親子 無料 自由遊び、読み聞かせ、季節行事等

33 四丁目サロン（高齢）
水曜 10：00～12:：00

第4日曜 11：00～13：00
ふれあい　北郷4条4丁目白石ゴム製作所1階 地区内高齢者

500円（第４
日曜のみ）

昼食会（第４日曜のみ）、茶話会、講習会等

34 ふれあい・いきいきサロン瑞穂（高齢） 土曜 13：00～17：00 北郷瑞穂町内会館　北郷8条9丁目 北郷瑞穂町内会の高齢者 無料 お茶会、麻雀、囲碁、健康体操、研修等

35 なごみサロン（高齢） 月４回不定期　10：00～11：00 個人宅 北郷親栄第５町内会の高齢者 100円 情報交換、茶話会、健康体操等

36 北郷団地元気サロン（高齢）
第2木曜と2ヶ月に１回（第4火・水・

木曜いづれか） 13：00～15：00 北郷団地集会室　北郷7条10丁目
北郷団地住居の方並び
に近隣の方

年会費300円
※材料費あり

講話、体操、ゲーム、手芸、茶話会、麻雀

37 むつみ・ふれあいサロン（高齢） 第２・4水曜　10：30～13：00 北郷瑞穂町内会館　北郷8条9丁目
北郷瑞穂町内会の高齢者及び

周辺の高齢者 200円 情報交換会、茶話会、手芸、体操

下記サロンの問い合わせ先：白石区社会福祉協議会　　住所：白石区南郷通1丁目南8-1白石区複合庁舎1階　電話：011-861-3700

◇ふれあい・いきいきサロン（白石区）

※注意※　掲載内容は、調査時点のものとなり、変更する可能性があります。詳しくは、上記窓口に直接おたずねください。

東札幌

北白石

菊水
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No サロン名 地区名 開催日 主な開催場所 参加対象 料金 主な内容

38 ゴーゴーキッズ（子育て）
第4水曜 10：00～11：30

※12月は第3水曜
北都地区会館2階和室　北郷3条12丁目 乳幼児親子 無料

紙芝居　読み聞かせ　手遊び　体操　遊戯　育児
相談　季節行事

39 川北スマイルサロン（高齢） 第2･4木曜 10：00～12：00 川北会館　川北2条2丁目 北東白石地区内の高齢者 2,000円（年間） 茶話会　かんたん体操　歌　花見　新年会　日帰り温泉

40 北都ふれあいサロン（高齢） 第1･3木曜 13：30～15：00 北都地区会館　北郷3条12丁目 北都町内会の高齢者 100円 編み物、小物作り、洋裁、おしゃべり、歌

41 あすなろ会（高齢） 第1･3木曜 9：00～11：30
夏場：川下公園　川下2651-3

冬場：川下会館　川下641-230 川下地区の高齢者 無料 川下公園にて健康体操、パークゴルフ、おしゃべり、ゲーム

42 よろず会（高齢） 第1･3月曜 10：00～12：00 川下会館　川下641-230 川下地区の高齢者 無料 カラオケ、茶話会、研修旅行、交通安全講習、日帰り旅行等

43 シニアサロン「和み」（高齢） 第１・３水曜 13：00～15：00 ＳＯＮＰＯケア札幌川下１Ｆ食堂　川下3条6丁目
北東白石地区に住む65歳以上

の高齢者
無料 介護予防体操、脳トレ、カラオケ、ゲーム

44 川北町内会おしゃべりサロン（高齢） 第３木曜 10：00～12：00 川北会館　川北2条2丁目 川北町内会会員の高齢者 200円（年間） 手作りコーナー、笑いヨガ、講習会（年2～3）、昼食会

45 サロン「やまんば」（高齢） 第2・4火曜13：00～16：00 個人宅 近隣の60～70歳の高齢者 500円　 手工芸の作品作り、折り紙、おしゃべり、茶話会

46 ハナの会（高齢） 木曜 10：00～12：00 北都地区会館　北郷3条12丁目 なし 300円 ストレッチ、交流、ラジオ体操、茶話会

47 このゆびと～まれ！（子育て） 第3水曜 10：00～11：30 白石東会館　本通18丁目南２ 乳幼児親子 無料 自由遊び　ペ－プサ－ト　絵本読み聞かせ　体操　紙芝居

48 ふれあいサロン徳洲苑しろいし（高齢） 第2金曜 13：00～15：00 徳洲苑しろいし　栄通18丁目 会場周辺の高齢者 無料 茶話会、紙工作、折り紙

49 いきいき・栄・健康サロン（高齢） 第2・4金・土曜10：00～16：00 栄自治会集会所　栄通15丁目 栄自治会の独居高齢者 無料 茶話会、ゲーム、カラオケ、健康体操、季節行事

50 えいてぃーんずカフェ喜房の華（高齢） 火曜・時々日曜 10：00～12：00 カフェ喜房の華　栄通18丁目 会場周辺の高齢者 300円 茶話会、おしゃべり、健康体操

51 サロン茶茶（高齢） 第3水曜 10：00～12：00 個人宅（菊水元町4条） 菊水元町地区の高齢者 150円 茶話会　仲間づくり

52 わくわくポケット（子育て） 第4金曜 10：00～11：30 菊水元町地区センター　菊水元町5条2丁目 乳幼児親子 無料
自由遊び　ペ－プサ－ト　絵本読み聞かせ　体操
講話　季節行事

53 きらく（高齢） 第3火曜　1０：00～14：00 白菊会館　菊水元町8条1丁目 白菊町内会の高齢者 無料 昼食、茶話会、ゲーム、健康体操、読書等

54 福祉の日（高齢） 金曜 10：30～16：00 米里町内会館　米里3条1丁目 米里町内会の高齢者 無料 健康体操、ゲーム、卓球、情報交換

55 ばら工房（高齢） 第1・3水曜　10：00～15：00 米里町内会館　米里3条1丁目 地区内の高齢者 200円 手作り作品の制作

56 お茶の間サロンゆうゆう（高齢） 第3金曜　10：30～14：00 菊水元町南町内会館　菊水元町7条2丁目 菊水元町南町内会の高齢者 無料 脳トレ、体操、ゲーム、行事、昼食を取りながら交流

下記サロンの問い合わせ先：白石区社会福祉協議会　　住所：白石区南郷通1丁目南8-1白石区複合庁舎1階　電話：011-861-3700

◇ふれあい・いきいきサロン（白石区）

※注意※　掲載内容は、調査時点のものとなり、変更する可能性があります。詳しくは、上記窓口に直接おたずねください。

白石東

菊の里

北東
白石


