
北斗市社会資源集
～住み慣れた地域で安心して生活するために～

高齢者の生活を支える

社会福祉法人 北斗市社会福祉協議会



「北斗市社会資源集」発行にあたって

いつまでも住み慣れた地域で自分らしい生活を続けて

いくために北斗市で利用できる、さまざまなサービスや

サロン活動、老人クラブなどの情報を集めました。

高齢者の皆さまが地域で安心して生活をしていくため

に、ぜひご活用ください。

ご利用にあたってのお願い

「北斗市社会資源集」は、生活支援コーディネーターが調査や聞き取りを行
い、同意を得た社会資源を掲載しています。
また、掲載されている情報については変更となる場合があります。ご利用の

場合は、あらかじめお店等にご確認ください。
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食料品配達

名 称 所在地 電 話 備 考

イオン
上磯店

七重浜4-44-1 49-8188

内 容

店舗で買物した品物を自宅まで配達
※65歳以上の方、若しくは身体障害者手帳
をお持ちの方
※卵、弁当、冷凍食品等は配達できません

配達範囲 七重浜、追分

配達料金
2,500円以上の買物で110円、2,500円未満の
買物で330円、要冷料金は上記価格＋220円

配達時間
午前11時までの受付で午後4時までに配達
午後4時までの受付で午後9時までに配達

コープ
さっぽろ
ほくと店

久根別2-28-1 73-7573

内 容
店舗で買物した品物を自宅まで配達
※火・木・土・日のみ配達
※組合員の加入が必要

配達範囲 市内全域

配達料金 200円（3箱目からは1箱につき100円）

配達時間
午前11時までの受付で午後5時までに配達
午後3時までの受付で午後8時半までに配達
（一部地域を除く）

１

※市内にある店舗で食料品の配達を行っているお店の情報です

食料品配達



名 称 所在地 電 話 備 考

スーパー
とうかい
北斗店

飯生3-1-29 73-5152

内 容
店舗で買物した品物、電話で注文した品物
を自宅まで配達
※冷凍食品は配達できません

配達範囲

中央、中野通、飯生、常盤、大工川、押上、
公園通、添山、中野、野崎、清川、谷好、
昭和、桜岱、水無、三好、富川、館野、
茂辺地、当別、三ツ石

配達料金 無料（但し3,000円以上の買物で配達）

配達時間
午後1時半までの受付で当日配達（茂辺地、
当別、三ツ石は午前11時までの受付で当日
配達）

スーパー
魚長

七重浜店
七重浜2-28-7 49-5515

内 容

店舗で買物した品物を自宅まで配達
※ケーキ、卵、スイカ、お刺身盛り合わせ、
アイス等は、配達できません
※会員登録が必要

配達範囲 七重浜（その他の地域は要相談）

配達料金
常温300円、クール便400円（1梱包）
毎週月曜日60歳以上の方は無料で配達

配達時間

午後4時までの受付で当日配達
その他の地域は午前11時までの受付で当日
配達
※クール便の配達は午後3時まで受付

２ 食料品配達



名 称 所在地 電 話 備 考

スーパー
魚長

久根別店
東浜2-14-8 73-5881

内 容

店舗で買物した品物を自宅まで配達
※ケーキ、卵、スイカ、お刺身盛り合わせ、
アイス等は、配達できません
※会員登録が必要

配達範囲
久根別、東浜、中央、中野通
（その他の地域は要相談）

配達料金
常温300円、クール便400円（1梱包）
毎週月曜日60歳以上の方は無料で配達

配達時間
午後3時までの受付で当日配達
その他の地域は午前11時までの受付で当日配達

スーパー
魚長
大野店

本郷2-34-5 77-6464

内 容

店舗で買物した品物を自宅まで配達
※ケーキ、卵、スイカ、お刺身盛り合わせ、
アイス等は、配達できません
※会員登録が必要

配達範囲
本町、稲里、白川、本郷、向野、市渡
（その他の地域は要相談）

配達料金
常温300円、クール便400円（1梱包）
毎週月曜日60歳以上の方は無料で配達

配達時間
午後3時までの受付で当日配達
その他の地域は午前11時までの受付で当日配達

食料品配達３



名 称 所在地 電 話 備 考

ラルズ
マート
久根別店

久根別1-26-16 73-5521

内 容 店舗で買物した品物を自宅まで配達

配達範囲 市内全域

配達料金
常温300円（クール便は＋220円）
毎週火曜日60歳以上の方は100円で配達

配達時間

正午までの受付で当日配達
久根別、東浜は午後3時半までの受付で
当日配達
茂辺地、当別、三ツ石は翌日配達

ラルズ
マート
大野店

本町2-7-6 77-7111

内 容 店舗で買物した品物を自宅まで配達

配達範囲 大野地区

配達料金
常温300円（クール便は＋220円）
毎週火曜日60歳以上の方は100円で配達

配達時間 午後4時までの受付で当日配達

４ 食料品配達



名 称 所在地 電 話 備 考

ツルハ
ドラッグ
北斗七重浜店

七重浜7-3-41 86-6345

内 容
店舗で買物した品物を自宅まで配達
※冷蔵・冷凍品・壊れやすい物は配達でき
ません

配達範囲
七重浜、追分
※上記以外のエリアは翌日配達

配達料金 495円

配達時間 午後3時までの受付で当日配達

ツルハ
ドラッグ
東久根別店

久根別1-1-10 74-4368

内 容
店舗で買物した品物を自宅まで配達
※冷蔵・冷凍品・壊れやすい物は配達でき
ません

配達範囲
久根別、東浜、中央、中野通
※上記以外のエリアは翌日配達

配達料金 495円

配達時間
午後3時までの受付で当日配達（中央、中野通
は正午までの受付で当日配達）

５ 食料品配達



名 称 所在地 電 話 備 考

ツルハ
ドラッグ
北斗中野通店

中野通199-1 74-2680

内 容
店舗で買物した品物を自宅まで配達
※冷蔵・冷凍品・壊れやすい物は配達でき
ません

配達範囲
久根別、東浜、中央、中野通、飯生、昭和、
大工川、常盤、公園通
※上記以外のエリアは翌日配達

配達料金 495円

配達時間
午後3時までの受付で当日配達（久根別、飯生、
昭和、大工川、常盤、公園通は午前11時まで
の受付で当日配達）

サツドラ
北斗七重浜店

七重浜3-2-52 50-8808

内 容
店舗で買物した品物を自宅まで配達
※冷蔵・冷凍品は配達できません

配達範囲 市内全域

配達料金 500円

配達時間 午後3時半までの受付で翌日配達

６ 食料品配達



名 称 所在地 電 話 備 考

サツドラ
久根別店

東浜2-6-32 74-3383

内 容
店舗で買物した品物を自宅まで配達
※冷蔵・冷凍品は配達できません

配達範囲 市内全域

配達料金 500円

配達時間 午後3時半までの受付で翌日配達

サツドラ
北斗本町店

本町3-9-7 83-6607

内 容
店舗で買物した品物を自宅まで配達
※冷蔵・冷凍品は配達できません

配達範囲 市内全域

配達料金 500円

配達時間 午後3時半までの受付で翌日配達

サツドラ
大野店

本郷2-34-5 77-7301

内 容
店舗で買物した品物を自宅まで配達
※冷蔵・冷凍品は配達できません

配達範囲 市内全域

配達料金 500円

配達時間 午後3時半までの受付で翌日配達

７ 食料品配達



名 称 所在地 電 話 備 考

マルサ
斉藤酒店

七重浜2-36-38 49-2156

内 容
店舗で買物した品物、電話で注文した品物を
自宅まで配達
米、お酒

配達範囲 市内全域

配達料金 無料

配達時間 在庫があれば当日配達

栃木商店 追分1-4-21 49-2936

内 容

店舗で買物した品物、電話で注文した品物を
自宅まで配達
食品（缶詰、乾麺等）、米、お菓子、飲料水、
お酒、生活雑貨

配達範囲 市内全域

配達料金 無料

配達時間 在庫があれば当日配達

そ の 他 日曜日、祝日休み

８ 食料品配達



名 称 所在地 電 話 備 考

澤田商店 中央1-4-20 73-2065

内 容
店舗で買物した品物、電話で注文した品物を
自宅まで配達
食品（缶詰等）、お菓子、飲料水、お酒

配達範囲
久根別、東浜、中央、中野通、飯生、常盤、
大工川、押上、公園通、添山、谷好、昭和、
桜岱、水無、三好、富川

配達料金 無料

配達時間 正午までの受付で当日配達

そ の 他 日曜日、祝日休み

阿部商店 茂辺地1-3-24 75-2419

内 容
店舗で買物した品物、電話で注文した品物を
自宅まで配達
食品、お菓子、飲料水、お酒、生活雑貨、薬

配達範囲 茂辺地、当別、三ツ石

配達料金 無料

配達時間 要相談

そ の 他 日曜日休み

９ 食料品配達



名 称 所在地 電 話 備 考

近藤国夫
商店

当別3-1-1 75-3021

内 容
店舗で買物した品物、電話で注文した品物を
自宅まで配達
食品、飲料水、生活雑貨

配達範囲 当別、三ツ石

配達料金 無料

配達時間 要相談

そ の 他 日曜日休み、その他不定休

高田商店 本町3-10-7 77-8406

内 容
店舗で買物した品物、電話で注文した品物を
自宅まで配達
お菓子、飲料水、お酒、生活雑貨

配達範囲 大野地区

配達料金 無料

配達時間 在庫があれば当日配達

そ の 他 日曜日休み

１０ 食料品配達



名 称 所在地 電 話 備 考

後藤商店 千代田47-1 77-8452

内 容
店舗で買物した品物、電話で注文した品物を
自宅まで配達
お菓子、飲料水、お酒、生活雑貨

配達範囲 千代田

配達料金 無料

配達時間 在庫があれば当日配達

そ の 他 定休日なし

花巻 市渡481 77-8147

内 容

店舗で買物した品物、電話で注文した品物を
自宅まで配達
食品（缶詰、乾麺等）、お菓子、飲料水、
お酒、生活雑貨

配達範囲 大野地区

配達料金 無料

配達時間 在庫があれば当日配達

そ の 他 日曜日休み

１１ 食料品配達



名 称 所在地 電 話 備 考

澤田米穀店 中央2-3-1 73-2210

内 容
店舗で買物した品物、電話で注文した品物を
自宅まで配達
米、米菓

配達範囲 市内全域

配達料金 無料（但し5㎏以上の米購入で配達）

配達時間 受付日の翌日に配達

そ の 他 日曜日、第3土曜日、祝日休み

吉田精米店 飯生1-6-28 73-2033

内 容
店舗で買物した品物、電話で注文した品物を
自宅まで配達
米、食品（乾麺等）

配達範囲 市内全域

配達料金 無料

配達時間 受付日の翌日に配達

そ の 他 日曜日休み

１２ 食料品配達



名 称 所在地 電 話 備 考

私市兄弟
商店

常盤1-12-1 73-6583

内 容
電話で注文した品物を自宅まで配達
米

配達範囲 市内全域

配達料金 無料

配達時間 受付日の翌日に配達

そ の 他 日曜日休み

美園米工房 萩野31

77-6166

090-
6219-0957

内 容
店舗で買物した品物、電話で注文した品物を
自宅まで配達
米

配達範囲 市内全域

配達料金 無料

配達時間 受付日の翌日に配達

そ の 他 営業日：日曜日、木曜日

１３ 食料品配達



名 称 所在地 電 話 備 考

中村米穀店 本町3-10-6 77-8108

内 容
店舗で買物した品物、電話で注文した品物を
自宅まで配達
米、食品（乾麺等）

配達範囲 大野地区

配達料金 無料

配達時間 受付日の翌日に配達

そ の 他 日曜日休み

種田米穀店 本町4-6-1 77-8210

内 容
店舗で買物した品物、電話で注文した品物を
自宅まで配達
米

配達範囲 大野地区

配達料金 無料

配達時間 当日配達

そ の 他 日曜日休み

１４ 食料品配達



名 称 所在地 電 話 備 考

鈴木実
米穀店

市渡183 77-8403

内 容
店舗で買物した品物、電話で注文した品物を
自宅まで配達
米

配達範囲 大野地区

配達料金 無料（但し5kg以上の米購入で配達）

配達時間 在庫があれば当日配達

そ の 他
定休日なし
店舗に不在の際は、月兎（77-9100）に連絡
ください

１５ 食料品配達



名 称 所在地 電 話 備 考

コープの移動販売
おまかせ便
カケル

011-
671-5710
（移動販売
事業部）

火曜日 当別 → 三ツ石 → 当別 → 桜岱 → 谷好

水曜日 茂辺地 → 茂辺地市ノ渡→ 茂辺地 → 桜岱 → 大工川

木曜日 野崎 → 清川 → 野崎 → 押上 → 富川 → 七重浜 → 久根別

金曜日 七重浜 → 当別 → 三ツ石 → 当別 → 谷好

土曜日 茂辺地 → 茂辺地市ノ渡→ 茂辺地 → 桜岱 → 大工川

その他

各曜日の停車場所は20～30ヶ所あり
都合により停車場所・時間が変更になる場合があるため詳しい
停車場所・時間については、移動販売事業部へ問合せ
（悪天候または道路状況により予定時間が前後する場合あり）

詳しい運行時刻表を知りたい場合は、移動販売事業部へお問い合わせください

移動販売

１６

※市内を走る移動販売で、通年移動販売を行っているお店の情報です

移動販売



名 称 所在地 電 話 備 考

コープの配食
クルリン

0120-
279-949

営業時間 午前10時から午後6時 日曜日休み

配達範囲 市内全域（茂辺地、当別、三ツ石、他一部地域を除く）

配達料金 無料

そ の 他
月曜日から土曜日の中で週1回から利用可
夕食のみの宅配で午後1時から6時までの配達

マルト
給食センター

大工川112 73-8435

営業時間 午前6時から午後7時

配達範囲 昼食：市内全域、夕食：七重浜から谷好の範囲で要相談

配達料金 無料（茂辺地、当別、三ツ石は460円以上の注文で無料）

そ の 他
日替弁当 410円、460円、560円（税込）
午後7時までの注文で翌日配達。夕食は午後2時頃の配達

ライフデリ
函館・北斗店

本町
4-12-39

83-1298

営業時間 午前8時から午後8時 正月3が日休み

配達範囲 市内全域

配達料金 無料

そ の 他
普通食560円、やわらか食800円、ムース食700円、カロリー
調整食790円、透析食・腎臓食870円（税込）
午後6時までの注文で翌日配達。安否確認サービス有

宅配弁当

１７

※市内に事業所があり、個人宅に弁当の宅配（出前は含まない）
を行っている事業所の情報です

宅配弁当



移動（タクシー）

名 称 所在地 電 話 備 考

新星
ハイヤー

飯生1-10-10 73-3300
営業時間 24時間対応

そ の 他 ジャンボタクシーあり

移動（介護タクシー）

名 称 所在地 電 話 備 考

(株)おしま福祉
介護ハイヤー

七重浜2-36-7
48-8887

090-6444-7887

営業時間 午前8時から午後6時（時間外要相談）

そ の 他 障がい者、北斗市民割引あり

トミー
介護タクシー

七重浜2-22-2 49-5787
営業時間 午前8時半から午後5時半（時間外要相談）

そ の 他 障がい者割引あり

福祉ハイヤー
空

七重浜3-17-1 090-8895-6305
営業時間 午前8時から午後5時（時間外要相談）

そ の 他 障がい者割引あり

窓合同会社 谷好3-11-4 73-6297
営業時間 午前7時から午後8時（時間外要相談）

そ の 他 障がい者割引あり

らくらく北豊
福祉タクシー

開発227-20
77-7707

0800-800-3535

営業時間 午前8時から5時（時間外要相談）

そ の 他 障がい者割引あり

１８ 移動（タクシー、介護タクシー）



NO 小学校区 名 称 掲載頁 NO 小学校区 名 称 掲載頁

1 浜分 ひまわりサロン P20 12 谷川 たまり場 P25

2 浜分 すみれサロン P20 13 谷川 悠々サロン P26

3 浜分 はまっこサロン P21 14 茂辺地
茂辺地地区

わくわくサロンひだまり
P26

4 浜分 浜分むくげサロン P21 15 茂辺地
茂辺地地区

ふれあいいきいきサロン
P27

5 久根別 はまなすサロン P22 16 石別 のばらの会 P27

6 久根別 ふまねっとサロンひまわり P22 17 石別 ふれあいふまねっとサロン P28

7 久根別 くろまついきいきサロン P23 18 本町 サロン楽活の会 P28

8 中央 ふれあいサロンすまいる P23 19 本町 ふれあい食堂いこい P29

9 中央 ふれあいサークル P24 20 市渡 健やかサロン P29

10 中央 キャンディーズ P24 21 市渡 サロン「たまゆらの家」 P30

11 谷川 富川団地ニコニコサロン P25

サロン活動は、地域の皆さんが身近な場所で、気軽に仲間と
集い、楽しみながら過ごすことができる「憩いの場」です。
皆さんも、サロン活動に参加してみませんか‼

サロン活動
※市内で月1回以上定期的に行われている高齢者が集うサロンの
情報です

サロン活動１９



ひまわりサロン

実施主体 七重浜４丁目町会

開催日時
毎月第３金曜日
午後１時～３時

場所 七重浜４丁目会館

内容
軽体操、ゲーム、合唱、

脳トレ、切り紙、茶話会など

参加対象 七重浜４丁目町会の会員

参加費 無料

問合せ
４９－０９５７（小野寺）

０９０－６２１２－９９２６（乗田）

すみれサロン

実施主体 すみれサロン

開催日時
毎月第１・３金曜日
午後１時半～３時半

場所 七重浜住民センター

内容
レクリエーションボッチャ、
ふまねっと運動、茶話会

参加対象 どなたでも参加できます

参加費 無料

問合せ ４９－４６９４（渡辺）

２０ サロン活動



はまっこサロン

実施主体 はまっこサロン

開催日時
毎月第２水曜日・第４金曜日

午後１時～３時

場所 七重浜住民センター

内容
レクリエーションボッチャ、

カーリンコン、ふまねっと運動、
茶話会、食事会など

参加対象 どなたでも参加できます

参加費
無料

（食事会時、必要額を徴収）

問合せ ４９－６５６０（中山）

浜分むくげサロン

実施主体 浜分むくげサロン

開催日時
毎月第２・４金曜日
午前１０時～１２時

場所 浜分ふれあいセンター

内容
レクリエーションボッチャ、

ふまねっと運動、カラオケ、茶話会
食事会（毎月第４金曜日）など

参加対象 どなたでも参加できます

参加費 １回１００円（食事会時２００円）

問合せ ０９０－５９８２－２５７９（山本）

２１ サロン活動



はまなすサロン

実施主体 はまなすサロン

開催日時
毎月第１・２・３水曜日
午前１０時～１２時

場所 久根別はまなす町内会集会所

内容 百歳体操、軽体操、茶話会など

参加対象 どなたでも参加できます

参加費 無料

問合せ ７３－３７２５（青木）

ふまねっとサロンひまわり

実施主体 ふまねっとサロンひまわり

開催日時
毎月第２木曜日・第３土曜日

午後１時半～３時半

場所 久根別住民センター

内容
カーリンコン、ふまねっと運動、

茶話会など

参加対象 どなたでも参加できます

参加費 無料

問合せ ７３－６５２８（笠島）

２２ サロン活動



くろまついきいきサロン

実施主体 くろまついきいきサロン

開催日時
毎月第４土曜日

午前１１時～午後１時
毎週水曜日午後５時～８時

場所 久根別住民センター

内容
ふまねっと運動、カラオケ、

軽運動（毎週火・金曜日午前９時）
茶話会、食事会など

参加対象 どなたでも参加できます

参加費 その都度必要額を徴収

問合せ ７３－１５３４（泊谷）

ふれあいサロンすまいる

実施主体 社会福祉法人民生博愛会

開催日時
毎週火・金曜日
午後１時半～３時半

場所 中央２丁目４番１０号

内容

介護予防体操、健康ミニ講座、手芸、
ゲーム、習字教室、アロマテラピー、

紅茶教室、茶話会、
地域交流スペース「どんだり」

参加対象 どなたでも参加できます

参加費 １回１００円

問合せ ７４－３１００（清華園：木村）

２３ サロン活動



ふれあいサークル

実施主体 大工川親交会

開催日時
毎月第３土曜日
午前１０時～１２時

場所 林業協業センター

内容
レクリエーションボッチャ、
ふまねっと運動、脳トレ、
ゲーム、茶話会、食事会など

参加対象 大工川親交会の会員

参加費 その都度必要額を徴収

問合せ ７３－７９８２（上野）

キャンディーズ

実施主体 キャンディーズ

開催日時
毎月第２金曜日
午後１時～３時

場所 飯生住民センター

内容
ふまねっと運動、
軽体操、茶話会など

参加対象 どなたでも参加できます

参加費 無料

問合せ ７３－５３９２（小田島）

２４ サロン活動



富川団地ニコニコサロン

実施主体 富川団地自治会

開催日時
毎月第２・４木曜日

午前１０時半～１１時半

場所 富川団地集会所

内容
レクリエーションボッチャ、

ふまねっと運動、百歳体操、茶話会

参加対象 どなたでも参加できます

参加費 無料

問合せ ７３－１５８３（樋口）

たまり場

実施主体 たまり場

開催日時
毎週月～金曜日

午前１０時～午後３時

場所 谷好会館

内容
介護予防ストレッチプログラム、

輪投げ、茶話会など

参加対象 どなたでも参加できます

参加費 無料

問合せ ７３－３８２２（長谷川）

２５ サロン活動



悠々サロン

実施主体 健康促進会

開催日時
毎週火曜日

午前１０時～午後４時

場所 富川会館

内容
百歳体操、軽体操、和裁、洋裁、

茶話会、食事会など

参加対象 どなたでも参加できます

参加費 その都度必要額を徴収

問合せ ７３－９３８８（藤井）

茂辺地地区わくわくサロンひだまり

実施主体 茂辺地地区創生会議第２部会

開催日時
毎月第２・４月曜日
午後１時半～３時半

場所 茂辺地住民センター

内容
ふまねっと運動、軽体操、研修会、
世代間交流会、ゲーム、茶話会など

参加対象 どなたでも参加できます

参加費 月額２００円

問合せ ７５－２２６４（山本）

２６ サロン活動



茂辺地地区ふれあいいきいきサロン

実施主体 ふれあいいきいきサロン

開催日時
毎月第３火曜日
午後１時半～３時半

場所 茂辺地住民センター

内容
レクリエーションボッチャ、
ふまねっと運動、茶話会など

参加対象 どなたでも参加できます

参加費 無料

問合せ ７５－３３００（高山）

のばらの会

実施主体 のばらの会

開催日時
毎週水曜日

午前１０時～１２時

場所 石別住民センター

内容 旧上磯町健康体操、茶話会など

参加対象 どなたでも参加できます

参加費 月額１，５００円

問合せ ７５－３４３７（石岡）

２７ サロン活動



ふれあいふまねっとサロン

実施主体 ふれあいふまねっとサロン

開催日時
毎月第２火曜日
午前１０時～１２時

場所 石別住民センター

内容
ふまねっと運動、

レクリエーションボッチャ

参加対象 どなたでも参加できます

参加費 無料

問合せ ７５－２０２２（平賀）

サロン楽活の会

実施主体 サロン楽活の会

開催日時
毎月第２・４月曜日
午前１０時～１２時

場所 公民館

内容
ストレッチ体操、ふまねっと運動、

茶話会など

参加対象 どなたでも参加できます

参加費 １回１００円

問合せ ７７－６７５９（横山）

２８ サロン活動



ふれあい食堂いこい

実施主体 社会福祉法人函館緑花会

開催日時
毎週月～金曜日

午前９時半～午後３時

場所 本郷２丁目３１番１６号

内容
子供から高齢者までみんなが語らえる
交流の場！低料金で昼食やコーヒーも
提供

参加対象 どなたでも参加できます

参加費
無料（コーヒー１００円、月・水・
金曜日限定３０食日替わりランチ
３００円）

問合せ ８６－５９６３（工藤）

健やかサロン

実施主体 健やかサロン

開催日時
毎月第２・４土曜日
午後１時半～３時半

場所 稲里会館

内容
レクリエーションボッチャ、

ふまねっと運動、軽体操、茶話会

参加対象 どなたでも参加できます

参加費 無料

問合せ ０９０－９５１９－６３２０（山崎）

２９ サロン活動



サロン「たまゆらの家」

実施主体 サロン「たまゆらの家」

開催日時

毎週水曜日
午前１０時～午後３時

毎月第３月曜日
午後１時～３時

場所
毎週水曜日：市渡６４３番地
第３月曜日：市渡会館

内容
百歳体操、カラオケ、

畑、茶話会など

参加対象 どなたでも参加できます

参加費
会員１回３００円

（別途年会費２，０００円）
非会員１回５００円

問合せ ０９０－９４３５－９７５３（鈴木）

３０ サロン活動



NO 小学校区 名称 活動場所 活動内容

1

浜分

七重浜東永交クラブ 七重浜住民センター カラオケ、パークゴルフ、旅行 他

2 七重浜西永交クラブ 七重浜住民センター カラオケ、パークゴルフ、旅行 他

3 七重浜明友クラブ 七重浜住民センター カラオケ、施設慰問、旅行 他

4 七重浜ふれあいクラブ 七重浜住民センター 新年会、社会奉仕活動、旅行 他

5 七重浜さわやかクラブ 七重浜4丁目会館 健康体操、パークゴルフ、麻雀 他

6 むくげクラブ 浜分ふれあいセンター 忘年会、施設慰問、旅行 他

7

久根別

はまなすクラブ はまなす町内会集会所 社会奉仕活動、旅行 他

8 久根別高砂クラブ 久根別住民センター 誕生会、社会奉仕活動、旅行 他

9 久根別晩成クラブ 久根別振興会館 カラオケ、俳句会、旅行 他

10 久根別日輪クラブ 久根別住民センター カラオケ、忘年会、旅行 他

11 久根別グリーンクラブ 久根別住民センター 忘年会、社会奉仕活動、旅行 他

地域の老人クラブへ入会を希望される方は
北斗市社会福祉協議会までご連絡下さい。

☎ ７４－２５００老人クラブ

３１ 老人クラブ



NO 小学校区 名称 活動場所 活動内容

12
久根別

東浜松風クラブ 漁村センター 茶話会、旅行 他

13 東浜くろまつクラブ 久根別住民センター 誕生会、忘年会、温泉会、旅行 他

14

中央

有川クラブ 中央親睦会館 パークゴルフ、絵手紙、旅行 他

15 親友クラブ 中野通会館 健康体操、カラオケ、茶話会 他

16 桜松クラブ 清川農村センター 花見、社会奉仕活動、旅行 他

17 飯生第1寿クラブ 飯生1丁目自治会館 花見、新年会、お楽しみ会、旅行他

18 北斗市第2寿クラブ 飯生住民センター 新年会、旅行 他

19 常盤クラブ 常盤町会館 旅行 他

20 三ツ和クラブ 添山会館、林業センター 社会奉仕活動、旅行 他

21

谷川

谷好東長寿クラブ 谷好住民センター 誕生会、新年会、旅行 他

22 長和クラブ 桜岱会館 誕生会、健康相談、旅行 他

23 富川柳渓クラブ 富川会館 スポーツ大会、茶話会、旅行 他

24
茂辺地

長栄クラブ 茂辺地住民センター パークゴルフ、旅行 他

25 茂辺地長生クラブ 茂辺地住民センター 新年会、旅行 他

３２ 老人クラブ



NO 小学校区 名称 活動場所 活動内容

26
石別

当別第1つるきクラブ 石別住民センター 他世代交流、社会奉仕活動、旅行他

27 三ツ石老友クラブ 石別住民センター 他世代交流、社会奉仕活動、旅行他

28

本町

本郷鹿島会 本郷町内会館 忘年会、社会奉仕活動、旅行 他

29 本町仲よし会 本町集会所 社会奉仕活動、旅行 他

30 本町みどり会 さわやか会館 新年会、社会奉仕活動、旅行 他

31 下町こぶしの会 下町会館 社会奉仕活動、旅行 他

32 細入親交会 細入町内会館 懇親会、忘年会、新年会 他

33 喜連喜友会 喜連会館 誕生会、新年会、旅行 他

34 向野長寿会 向野会館 茶話会、忘年会、旅行 他

35 里山の会 拓友町内会館 社会奉仕活動、旅行 他

36 市渡 市渡寿楽会 市渡会館 新年会、旅行 他

37 萩野 萩野クラブ 萩野町内会館 新蕎麦試食会、忘年会、旅行 他

38 島川 千代田百歳会 千代田会館 忘年会、新年会、旅行 他

３３ 老人クラブ



３４ 老人クラブ

北斗市老人クラブ連合会

北斗市老人クラブ連合会は、各地域にある単位老人クラブで組織されており、健康・友愛・
奉仕活動など、さまざまな活動を行っています。
皆さんも単位老人クラブに入会し、楽しく活動しませんか。

パークゴルフ大会

交通安全街頭啓発

カーリンコン大会

研修会芸能発表



高齢者のための総合相談窓口
（北斗市地域包括支援センターかけはし）

地域包括支援センターは、北斗市から委託を受けている公的な相談機関であり、
相談は無料です。秘密厳守のうえ、相談・支援にあたります。電話や来所相談のほ
か、来所が難しい方はご自宅へお伺いいたします。
保健師または経験のある看護師、社会福祉士、主任介護支援専門員などの職種で

構成されるチームが配置され、高齢者をめぐる不安や相談に対応することで、地域
住民の健康・生活の安定に必要な支援を行います。

【お気軽にご相談ください】

★介護保険制度について知りたい ★もの忘れが気になる
★足腰が弱くなってきた ★お金の管理や契約に自信がない
★家族の介護の方法がわからない ★近所の高齢者の様子が心配
★ひとり暮らしを続けられることが不安
★その他、高齢者について気になることがある・・・など

高齢者の総合相談窓口です。
いつでも、迷わず、お気軽にご利用ください。

北斗市地域包括支援センターかけはし
（本所）北斗市中野通2丁目18番1号 （支所）北斗市本町4丁目3番20号

☎0138-74-2530

３５ 総合相談窓口



生活支援コーディネーターが様々な場所に出向きお話を伺います。
地域づくりについて一緒に考えていきましょう。

社会福祉法人 北斗市社会福祉協議会
北斗市中野通2丁目18番1号
☎0138-74-2500 （総務課）
☎0138-74-2530 （地域包括ケア推進課）

生活支援コーディネーター

生活支援コーディネーター（地域支え合い推進員）は、高齢者の生活支援・介護
予防サービスの体制整備を推進していくことを目的とし、北斗市より委託を受けて
配置されており、市民の皆さまとともに「住み慣れた地域で暮らし続けられる地域
づくり」を進めていきます。

【具体的な活動内容】

★地域のなかにある活動、取り組みを把握し課題を調べる
★地域の方の困りごとや“あったらいいな”というサービスを把握する
★活動できる場の発掘や調整、ボランティア活動をしたい方などの養成を行う
★意見交換会等、ネットワークづくりや困りごととサービスのマッチングを行う

３６ 生活支援コーディネーター
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