
No サロン名 地区名 開催日 開催場所

1 なかよしクラブ（子育て） 鉄西 第1木：10時～11時半 鉄西まちづくりセンター（北10条西４丁目1-12）

2 ほっこりん（障がい） 鉄西 第1木：10～12時 育成会活動センター・いんくる（北8条西6丁目）

3 アパいきいきサロン（高齢） 鉄西 月1回：13～15時 アパガーデンパレス集会所（北7条西10丁目）

4 親睦会８・３倶楽部（高齢） 鉄西 月1回（土曜中心）1時間半程度
ディーグラフォート札幌ステーションタ
ワー  30階ミーティングルーム

5 ニコニコ健康友の会 鉄西 水：12時半～16時半 鉄西会館（北10条西4丁目）

6 幌北健康リズム会（高齢） 幌北 火：10～12時 幌北会館（北17条西5丁目）

7 友楽クラブ（高齢） 幌北 第3金：13時半～15時（変更あり） 北12条生協2階（北12条西1丁目）

8 「気軽にお茶の会」（高齢） 幌北 第3土：10時～12時半 個人宅・楽明館２３（北23条西3丁目）

9 エスセーナ・フレンドリー（高齢） 幌北
月1～2回(第2か第3金)：13
～16時

エスセーナ北大前Ⅱ集会場（北１８条西４丁目）

10 いきいきサロン オハナ（ohana)（高齢） 幌北 第3月：9時半～12時 ノースエイム（北18条西5丁目）

11 サロンひまわり（高齢） 幌北
月3回（第1･3火、第3金）：
10～12時か13～16時

幌北会館（北17条西5丁目）

12 じゃんけんぽん（子育て） 北 第1木：10時～11時半 北会館（北29条西7丁目）

13 シニアさろん北31（高齢） 北 第3木：10～14時 ルーテル札幌北教会（北31条西4丁目）

14 南新川ゆめ・サロン（高齢） 北 第2・4土：10～15時 個人宅

15 ふれあいサロン（高齢） 北 第3水：10～12時（3月休み） 北会館（北29条西7丁目）

16 ピュアサロン（高齢） 北 第2･4火：10～12時 ピュアコートマンション集会室　

17 スミレの会（高齢） 北
第3水：9時半～11時半、第4火：12
時～14時半(5～10月）

北会館（北29条西7丁目）エルムの杜パー
クゴルフ（北26条西13丁目）

18
おもてなし いやしカフェ
（高齢・障がい・子育て）

北
第2・4日：13時～16時
半

北会館（北29条西7丁目）

19 ふれあい広場（高齢） 北 第3木：10～12時 北会館（北29条西7丁目）

20 レガートパレスいきいきサロン（高齢） 北 毎朝9時半～9時45分、月～土：13時半～16時半、
第2･4日：14～15時 トーアレガートパレス（北31条西4丁目）

21 タンポポ健康サークル(高齢） 北 第2月･第4金：10～12時 北24条会館（北24条西3丁目）

22 へるすあっぷサロン(高齢） 北 月曜：10時～11時半 地区会館（北24条西3丁目）

23 はっぴぃ！きっず（子育て） 新川
第2水：10時半～12時
（4･8･1月は第4水）

スーパーアークスエクスプレス内3階
（新川西1条4丁目）

24 新川西いきいき会（高齢） 新川 第1木：10～12時 西札ふれあい会館（新川西1条4丁目）

25 ふれあいサロン（高齢） 新川 第2土：11～13時 フレンズしんかわ （新川3条5丁目）

26 新川さくら並木サロン（高齢） 新川 第1火：10～12時 新川地区会館（新川１条４丁目）

27 ふれあいサロン和（高齢） 新川 第1水：10～12時（1･5月を除く） 新川公園町内会館（新川西3条6丁目）

28 健康サロン（高齢） 新川 第1～4火：10時半～12時半
西札ふれあい会館（スーパーアークス3
階）    （新川西1条4丁目）

29 令和サロン（高齢・子育て） 新川 第3木：10～12時
新川西札幌町内会館（ふれあい会館）
（新川西1条4丁目1）

30
スカイハイツ麻生シルバークラブいき
いきサロン（高齢）

新琴似 第3金：12～16時 スカイハイツ麻生管理棟

31 新星ひまわりふれあいサロン（高齢） 新琴似 第4金：10～12時 しんせい文化教室（新琴似3条5丁目）

32 新琴似ミニぶうひろば（子育て） 新琴似
第3火：10時～11時半
（8･1月第4、3月第2

新琴似南小ミニ児童会館（新琴似1条3丁目）

33 和の会（高齢） 新琴似 不定期 Ｓタウンクラブハウス集会室

34 ふれあいサロン雅（高齢） 新琴似 第3木：9時半～12時 新琴似南会館（新琴似2条2丁目）

35 サロンてられて（高齢） 新琴似 不定期 新琴似北会館（新琴似11条5丁目）

36
サロン中央ひまわり
（高齢・障がい・子育て）

新琴似 第1木：13～15時 新琴似南会館（新琴似2条2丁目）

37 サロンライラック（高齢） 新琴似 第4金：10時～12時 西会館（新琴似3条8丁目）

38 はつらつ体操サロン（高齢） 新琴似 隔週金：10時～11時半 新琴似北会館（新琴似11条5丁目）

【 北区サロン一覧表　令和4年3月号 】
下記サロンの問い合わせ先：北区社会福祉協議会
住所：北区北24条西6丁目北区役所1階　　電話：757－2482

新型コロナウィルス感染症の影響により、多くのサロンがお休み中です。

開催状況については、上記連絡先へお問い合わせください。

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 開催場所

39 かもかもサロン（子育て） 新琴似西
4/12、5/10、6/14、7/12、8/9、9/13、10/25、11/8、

12/13、1/24、2/14、3/14（全て月曜） 10：00～11:30

［4～9月］三和福祉会館（新琴似7条14丁目）
［10～3月］双葉福祉会館（新琴似9条14丁目）

40 かもかも夢サロン（高齢） 新琴似西
第３金・第４水:10～12
時

三和福祉会館（新琴似7条14丁目）
双葉福祉会館（新琴似9条14丁目）

41 おしゃべりカフェ（高齢） 新琴似西 第2木：10時～11時半 個人宅

42 グレイス・サロン(高齢） 新琴似西 第4水：11～12時 エブリネィションチャーチ札幌（新琴似6条13丁目）

43 すくすくひろば（子育て） 屯田
第4金：10時～11時半（6～
12月休み）

屯田地区センター（屯田5条6丁目）

44 ライラックの会（高齢） 屯田 月：10～12時 集会所・個人宅

45 カーサグランデージシニアクラブ（高齢） 屯田 木：10時半～12時 カーサ屯田集会所

46 季実の里シネマ（高齢・子育て） 屯田 土：13時半～15時半 集会所

47 ふれあいサロンみずほ西公園（高齢） 屯田 第2･4木：10～12時 屯田「緑の里」集会場（屯田6条7丁目）

48 ワクワクサロン（高齢） 屯田 第1～4金曜 創成の里記念会館（屯田９条２丁目）

49 きたとんシニアサロン（高齢） 屯田 第1木：13時～16時半
高齢者複合施設ら・すれ（屯田11条3丁目）
特別養護老人ホーム　清明庵（屯田9条3丁目）

50 サロン青春（高齢・子育て） 屯田 土曜：13時～ 緑の里団地集会所（屯田6条7丁目）

51
いきいきサロン屯田緑の里「げん
きかい」（高齢）

屯田 第３金：10～12時 緑の里団地集会所（屯田6条7丁目）

52 いけいけスマイルサロン（高齢） 屯田 第１･3木：10時～11時半 季実の里B団地集会所（屯田9条4丁目）

53 はつらつサロン花園クラブ（高齢） 屯田 火曜：10時～10時50分 屯田2番通東会館（屯田5条2丁目）

54 七色の風クラブ（高齢） 屯田 木曜：10時～11時半 特別養護老人ホーム七色の風（屯田9条9丁目）

55 ひまわり体操クラブ（高齢） 屯田 月曜：13時半～15時 屯田3条西会館　北区屯田3条5丁目2-7

56 拓友会（高齢） 屯田 月1回（火曜）10：00～11：30 地区センター（屯田５条６丁目3-21）

57 サンサンサロン（子育て） 麻生
第2木：10時半～12時（第1
木変更あり）

北陽中学校（北34条西7丁目）

58 あさぶ元気塾（高齢） 麻生
第1木･第4火：9時40分
～11時

麻生総合センター 体育室（北39条西5丁目）他

59 シニアサロンさくらんぼ（高齢） 麻生 月～金：10～15時 芝生のアパートSK（麻生町3丁目）

60 さつき会（高齢） 麻生 第2･4火：13～16時 シャンボール北34条集会所

61 ヴェルビュ茶話会（高齢） 麻生 第1金･第3日：13～15時 ヴェルビュ麻生集会所

62 あいあいサロン（高齢） 麻生 第３土曜 パストラルハイム麻生集会場

63
絵本の読み聞かせ『ドリームラン
ド』 (子育て）

太平百合が原 月2回(第1･3金）：10～11時 太平百合が原地区センター（太平12条2丁目）

64
お茶のみサロン「元気アップＣＡ
ＦＥ」（高齢）

太平百合が原
月２回（第1火）10～12時
（第3火）13～15時

太平百合が原地区センター（太平12条2丁目）

65 なかよしサロン（高齢） 太平百合が原 第1･3月曜：10～15時 町内会館（太平５条５丁目）

66 さわやかサロン（高齢） 太平百合が原
第1.2.3水曜： 13時半～15
時半

太平百合が原地区会館（太平8条7丁目）

67 パーク♡サロン（高齢・子育て） 太平百合が原 月1回（第3木）：10～12時 札幌北部教会（太平6条6丁目）

68 リリーラブ！元気の会（高齢） 太平百合が原 月1回（第3水）：10～12時
百合が原パークサイドステーション管理棟
（百合が原6丁目）

69 ひまわりクラブ（子育て） 拓北・あいの里
月1回（第2木)：10時～11
時半（12月は第1木）

拓北･あいの里地区センター（あいの里1条6丁目）

70 あいの里Cステージふれあいサロン（高齢） 拓北・あいの里 月1回(任意曜日) ：14～16時 クリーンリバーネオ・シティあいの里Cステージ集会室

71 ふれあいサロン西町内（高齢） 拓北・あいの里 月2回(第2･4月) ：10～15時 北師会館（あいの里3条3丁目）

72 ふれあいの友（高齢） 拓北・あいの里 第3か第4日：11～13時 中銀マンション集会場（あいの里2条6丁目）

73 ピヨちゃんタイム（子育て） 篠路茨戸 第3木：10時～11時半 篠路小学校内篠路児童会館（篠路4条9丁目）

74 お茶の間「サロン」サークル（高齢） 篠路茨戸 月1回：12時～
豊明高等養護学校ミーティングルーム
（西茨戸4条1丁目）

75
わくわくゆめ・ふまねっとドリー
ム（高齢）

篠路茨戸 第4月･水：10～12時 篠路コミュニティーセンター（篠路3条8丁目）

76
篠路あさひ団地町内会女性部ふれ
あいサロン（高齢）

篠路茨戸 第4水：10～13時（12月は第3水） あさひ会館（篠路10条2丁目2-27）

77 横新道健康友の会（高齢） 篠路茨戸 月・土曜：9～12時 横新道会館（篠路２条６丁目）

78 オンチクラブ（高齢） 篠路茨戸 隔週月：17時半～21時 篠路駅前団地福祉会館（篠路5条4丁目）

79 レジデンスなの花会（高齢） 篠路茨戸 月1回(第2土) ：13～17時 レジデンス壱番館2F（篠路3条6丁目）

80 笑顔（高齢） 篠路茨戸 火曜： 11時半～14時 横新道会館（篠路２条６丁目）

81 おしゃべり広場（高齢・障がい・子育て） 篠路茨戸 月1回(第3火）：9時半～12時 篠路コミュニティーセンター（篠路3条8丁目）

82
横新道中央ふれあい・いきいきサ
ロン（高齢）

篠路茨戸
第2土：13時半～、第2･4
水･第4土：10時～

横新道中央会館（篠路2条5丁目）

83 篠路こまどりサロン（高齢） 篠路茨戸 第１・３月曜：10～15時 篠路こまどり会館（篠路7条4丁目2-45）

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。


