TEL：011-596-0650
H P：http://www2.ocn.ne.jp/~wco28/

地域に住む、
方が
さまざまな年代の
所。
気軽に集える居場
こんな方はぜひ
ね！
利用してください

札幌市中央区南２条東１丁目１-13
南２条ビル 201 号室

サロン ひろば カフェ
おもちゃ図書館

北広島

石狩

販売
サロン 地域交流サロンエルサ

ワーカーズの居場所は、年代を問わず、誰でも気軽に訪ね
ることができます。誰かと話したいと思ったら、いつでも来
て下さいね！ 雑貨等の販売をしている団体もあります。
カフェ 宅配弁当

販売

ワーカーズによる
「食」は、手作りであることや食の安全にこだ
わり、安心して食べられるものを販売しています。カフェの他、
宅配弁当や仕出し、お惣菜の販売をしている団体もあります。

月 1 回の係わりを大切に、身体機能の活性化を目指した食事作り、
ゲームや運動などを行っています。

ひろば ほっとたいむ in きたひろしま
木のおもちゃや絵本がたくさん。
0 歳児の赤ちゃんも親
子でゆっくり遊べます。親子で友達を作りたい、
子育て
や地域の情報を知りたい時など、
気軽に立ち寄れます♪
200 円 / １家族

火 10:00 ～14:00（祝日休）

011- 665-1717（生活クラブ生協）

おもちゃ図書館 ほっとまむトイ・ライブラリー もくてぃ -moktyサロン ひろば

さまざまなおもちゃと出会い、遊ぶ楽しさをみんなに。
家族みんなで楽しめるおもちゃ体験と貸出をします。

子育てや家族の介護で困ったら、一人で考えないで！
サロン・ひろばでは、
スタッフがいつでも皆さんのお話を聞き
ます。相談はもちろん、グチや悩みも聞きますよ！

体験あそび 90分300 円、以降 30分毎に 100 円。
おもちゃ貸出 1 点 100円～
月曜 12：30～16：30

090-3114-1596（ほっとまむ）

カフェ 販売 おむすび cafe 粒
子育て中のママに送る
ラジオ番組

手作りにこだわったおむすび・お惣菜とコーヒーが自慢。小上がり
席や子ども用のイスと食器がある、親子連れにも優しいカフェ。お
手頃価格のおむすび・惣菜テイクアウトもぜひ！
ランチプレート 800 円～、ドリンク 200 円～

FM ラジオ

カロスサッポロ

月～金 11：00～16：00、土 11：00～15：00 祝日休
011-372-3777（粒）

78.1MHz

300 円
第３土曜 11：00～14：00
石狩市花川南６条１丁目 111 番地

0133-72-5757（エルサ）

５台

カフェ アートウォーム Cafe ほわぽわ
コーヒーやハーブティ、手作りお菓子を楽しみながら、広々とし
た遊びのスペースでは木の砂場や積み木、絵本などがあり、親
子で遊べます♪
ドリンク 250 円～

水・木・金 10：30〜15：00（５～11月末まで）
15 台
石狩市花畔 1 条 1 丁目 56-1

090-8636-2004（担当：ぽけっとママ）

妊娠中の方やお子さんに安心・安全な食材を使った
お弁当はいかがですか？ お電話１本で宅配します !
配達区域は各団体にご確認ください。

宅配弁当 手稲区

レラ

宅配弁当 西区
宅配弁当

仕出し・弁当

011-684-4999

仕出し弁当

ひろば 出前こっこひろば（いしかりファミリー・サポート・センター事業）

日替り弁当

0133 -72- 5552（いしかりファミリー・サポート・センター / ぽけっとママ受託）

なず菜

健康を支えるため、食材は安
全なものを使用。個人宅や共
同住居へ宅配、地域の事業
所にも販売に出向きます。

添加物を極力排除したお弁当を
１個から宅配します。毎月初め
と妊産婦に割引あり。治療食・
エネルギー制限食もあります。

Ａ弁当 700 円
８：30～17：30
（日・祝日休）

宅配弁当 白石区

かまら～ど

手作りのお弁当を１個から配達。
高齢者配食サービスやパーティ
料理、
会席弁当、
何で
もご相談ください。

木のおもちゃで遊んだり、ママと一緒にわらべうた
を歌ったり、０歳児でも安心して遊べます。ご利用
は、いしかりファミリー・サポート・センターで
ご登録を。
無料（会員制・会員登録無料・見学自由）

10 台
第３水曜 10:00～12:00
石狩市樽川６条２丁目 601 パストラル会館

670 円～

７：30～18：30 無休

011-807-4464

弁当・惣菜 650 円～
８：30～18：30
（日・祝日休）

011-667-2133

宅配弁当 販売 厚別区

おかずや 花

野菜たっぷりの宅配弁当は、
個人の食欲に合わせて量を調
整できます。店頭では毎日 12
～ 13 品のお惣菜を販売。

弁当 650 円
   弁当（小）540 円
11：00～18：00（日・祝日休）

011-898-2475

ひろば ほっとびすけっと

ひろば ぷちひろば ★

木製キッチン・絵本・手作り布おもちゃ
など良質なおもちゃを揃えています。地
域の方による木製手作りからくりおも
ちゃは親子に大人気。日程はびすけっと
ブログを見てね☆
200 円 /１家族

木や手作りのおもちゃが豊富。同フロアーに、
カフェ
亜麻人があり、世代を問わず交流できます !

…カフェ

…子育てひろば

…予算のめやす・料金
…営業・開催時間
…住所・開催場所

…地域サロン

…問合先電話番号
…駐車場

★ …札幌市地域子育て拠点事業

※北広島市・石狩市の居場所情報は、
裏面をご覧ください！

コーヒー・ジュースの他、ケーキもあります。子ども
コーナーや認知症カフェを開催し、三世代交流の場
として地域の方々に利用されています。

火～土10：00～16：00（土は15時まで・祝日休）
ドリンク 280 円、
ケーキ 220 円
011-728-3700（プチトマト）

サロン 地域のお茶の間 ちゃきちゃき亭
お散歩の途中に、気軽に気楽に立ち寄れる場所です。
ちょっとした介護の相談も受付けています。

ひろば ほっとたいむ in 大谷地会館 ★

サロン のほろるーむ

木のおもちゃや絵本があり、0 歳児の親子でもゆっくり遊
べます。親子で友達を作りたい、子育てや地域の情報を
知りたい時など気軽にどうぞ♪ 本の貸出しもあります。

お茶を飲みながら皆でおしゃべり。
年２回昼食会があるので、親子３世代で
ぜひ参加してみてくださいね！

無料
１・３週…月・金・土
９:30 ～14:30
２・４週…月・木・金
札幌市厚別区大谷地西２丁目 2-2
  大谷地会館２階（大谷地神社境内）
011- 665-1717（生活クラブ生協）
30 台

火…150 円、木…380 円
火13：00 ～15：00（ドリンク・手作り菓子付）
木11：30 ～14：00（ランチ付）
札幌市手稲区前田１条３丁目 2-8
有
サロン 地域のお茶の間 来楽（らいらっく）

400 円

第２または第３土曜 11：00～13：00
手稲区前田４条10丁目3-24
生活クラブ地区館 るくす
011-685-9767（こころ）※両サロン共通

ひろば 子育てひろば ちいさなおうち ★
家庭的な雰囲気で、いつ来ていつ帰っても OK ！
お弁当を持参して、皆で楽しいランチタイムを（12 ～
13 時）。「あれこれ講座」を年数回開催。

無料

火・木・土 ９：00～14：00（祝日休）

サロン 販売 ちいさなおうち なの花館
赤ちゃんからお年寄りまで、どなたでも大歓迎！
各種ドリンクメニューあり。木曜 14 時からはニッ
ト＆てしごとカフェも（予約不要・同料金）。お気軽
にどうぞ！！手作り小物の販売もしています。

300 円（ドリンク・お菓子付）
※子育てひろば時間帯は無料
月・水・金 11：30～16：00
火・木・土       ９：00～16：00
札幌市西区西野４条５丁目
２台
6-21 なの花館
011-667-6533（ちいさなおうち）※ひろば・サロン共通

月…200 円（ランチ付）、木…150 円（お菓子付）
月・木 10：00〜13：00
札幌市東区北15 条東13丁目 2-1コーポ勇雪 Ｃ号室
011-753-6522（そよ風）

※ひろば・カフェ共通

090 -2690-2018（プーのいえ）

赤ちゃんから高齢者まで誰でも参加できます。歌・
詩吟・講演会やクリスマス会など季節のイベント後
に皆でランチを楽しむ、月１回のおたのしみ会。

サロン ふらっとつどるーむ
フリーマケット・ちぎり絵・新年会・ひな祭りなど、様々
な世代が一緒に楽しめるイベントも開催しています。

札幌市北区麻生町６丁目 14-6

無料
火･ 水･ 木 ９:30 ～14:30（祝日休）
札幌市手稲区前田１条 12 丁目 1-50 ていね楽市
ビル２階

200 円 / １家族
火 10:30 〜14:30（祝日休）
札幌市東区伏古７条２丁目 8-15 伏古記念会館２Ｆ
011- 665-1717（生活クラブ生協）
30 台

カフェ 三世代交流ひろば Cafe 亜麻人（カフェ あまんと）

ひろば コミコミかふぇ ★
子育て中の親子や地域の方を対象にして
います。ドリンクもあり、休憩タイムに
もどうぞ。手作りやわらべうたなど、子
どもと一緒に楽しめる講座も開催。

木のおもちゃや絵本がたくさん。子育て経験の
あるスタッフと親子同士、
あそびと笑顔でホッ
とするひとときを。本の貸出しもあります。

火・金・土10：00～15：00（祝日休）

情報の読み方

第４木曜 10:00 〜 15:00（変更の場合あり）
小樽市色内 2-13-5 市民センター３階 研修室
090 -7057-1233（びすけっと）

無料

ひろば ほっとたいむ in 伏古記念会館

無料
木 10：00〜12：00
（５週ある月は1 週目休み）
札幌市厚別区厚別東４条４丁目 5-2
カトリック   小野幌教会２階
011-896-6754（のほろ）

ひろば べりぃタイム ★
実家に帰ったような家庭的な雰囲気の中、
たくさんのおもちゃと絵本で、ゆっくり楽
しい時間を過ごせます。

カフェ 販売 えこふりぃカフェ
わくわく・ゆるゆる・おいしいカフェ！ 寄り道カレー・
豆乳シュークリームなど気軽にのんびりできます。
イベント開催、リサイクル品、環境と身体にやさし
い食品雑貨の販売もしています。

無料
月･ 火･ 木 ９:30 〜14 :30
札幌市豊平区西岡５条 11 丁目 2-15 ハイツしらかば
090 -9522-7810（べりぃべりぃ）

ランチ 600 円、ドリンク 250 円～
１・２月 11：00～17：00 （日・祝日休）
３～12月 10：00～17：00
札幌市白石区本郷通６丁目北 1-23
011-866-1113（えこふりぃ）

ひろば きらきらひろば
木製のおもちゃや絵本などで遊びながら、
子育て中の親子がおしゃべりしたり、
ゆったり過ごせます。

サロン 地域交流サロン むく
親子連れも高齢者も、お茶を飲みなが
らゆったり、ゆっくり思いのままに過
ごせます。体操、歌、昔遊びなども。

ドリンク 200 円、ランチ 100 円
第２・４木曜 10：30 ～14：30
札幌市白石区平和通３丁目南 1-7 アルスタウン１F
011-861-6914（むく）
１台
ひろば 親子ひろば みるきぃらんど ★
手作りや木製のおもちゃがたくさん。ママたちの情
報交換や、パパも大歓迎！ 「パパらんど」不定期開
催。日程は、みるきぃブログをチェック！

無料
火・木・土 ９ :30 〜14 : 30
札幌市白石区北郷２条４丁目5-10
いぬやさん２階

090 -7650- 6378（みるきぃ）

無料
第２・４月曜 10:00〜14:00（祝日休）
江別市東野幌町 28-23 東野幌体育館 研修室
有
090 - 9527- 5465（きらきら）

ひろば ぱおぱおひろば ★

ひろば 子育てサロン

木のおもちゃ・手作りおもちゃ・絵本に囲まれて少
人数でゆったり遊べます。毎月第２月曜は「木育
ひろば」の日、
面白い木のおもちゃがいっぱい！

無料
月･水･土 10:00〜15:00
札幌市南区澄川６条３丁目 1-25 室橋ビル２F
090 - 4878-1515（ぐるんぱ）

生活クラブ館・
北広島

サロン 地域交流サロン さくらんぼ
赤ちゃん連れの親子から高齢者まで、地域交流の場として年
代を問わず開放しています。参加費は無料。来てくださいね！

無料
木 10:00 ～12：00
札幌市南区澄川４条３丁目 8-36 岡田マンション 13 号室
011-811-6560（さくらんぼ）

障がいがある子もない子も皆おいで～！ 手遊びや
わらべうた、読み聞かせの他、コーヒータイムもあり、
ママ友作りも応援します。
100 円 /1 家族

第２・４水曜 10：00～12：00（学校休業中は変則開催）
サロン カフェふわっと
アットホームな雰囲気の中、静かな音楽とコーヒー
やお茶の香りで、ひと息つける居場所。

制作
W.Co プランズ EPO
2015

ドリンク 100 円

火 10：00〜12：00

江別市新栄台 67-10 ハイツ新栄台壱番館 101
４台
011-381-2393（ふわっと）

※ひろば・サロン共通

