
小坪のサロン

開催日時： 毎月第１・３金曜日 10：00～11：30
場所： 小坪コミュニティセンター 参加費： なし

①サロン開始の経緯

「ご近所サロンこつぼ」が閉会した後、サロンに参加していた人や、民生委員の

要望もあり、県の「住民主体の通い場への専門職派遣モデル事業」として始めた。

その後、民生委員やお互い様サポーターの協力により体操を中心に継続して開催

している。今後は紙芝居やマジックなど色々なものを取り入れていく予定。

②サロンの特色

・定期的に「出前講座」の体操講師による介護予防運動を行っている。

③運営上の工夫

・誰でも気軽に参加できる場となるように心がけている。

④スタッフ＋参加者平均： 30名

サロンの流れ

10：00 開始

体操講師による
介護予防運動や
専門職による健康
管理の話や健康
チェックなど

11：30 終了

～サロン風景～

㉛

イスに座ったまま体に無理なく体操がで
きます。

毎回、30名程が集まります。



開催日時： 毎月第３金曜日 10：00～12：30
場所： 小坪大谷戸会館 参加費： 300円

①サロン開始の経緯

地域の高齢者が集まり親交を交わし、繋がり作りができて、楽しみを持つことで介護予防に資す

ることができれば良いと思い開始した。

②サロンの特色

・毎月第３金曜日には、特に内容を決めずに参加者各々がやりたいことを自主的に行う。

・その他の日はテーマを決めて物づくりなどを楽しむ。参加者同士で教え合うなど自主性を重んじ

ている。他地区からの参加者も多い。

③運営上の工夫

・気軽に参加できるよう、出欠は取らない。

・参加者のやりたい事などを聞きとり、材料の手配や準備など手間のかかる部分を支援する。

④スタッフ人数： 10名 ⑤参加者平均： 10～20名

＊第３金曜日は、手芸や
小物づくり、麻雀、トラン
プなど、思い思いの活動
を行います。

＊第４水曜日は、映画鑑
賞を始めました！

解説付きで見ていただい
ています。

サロンの流れ

10：00 開始
お茶を飲みながら
好きな事をして過ごす
（トランプ・手芸・麻雀）

12:00 昼食・デザート
13:00 好きな事の続き
14:00 終了

ご近所サロンこだま ㉜

～サロンの風景＆作成した作品～

参加者とスタッフの垣根なく、小物づくりが得意な
参加者が積極的に講師になってくれています。 手作りのデザート

細
や
か
な
、
完
成
度
の
高
い
仕
上
が
り
で
す
。

初めての女性も楽しめる健康麻雀



お楽しみサロン
開催日時： 毎月第１・２・３水曜日、第４火曜日 13：00～17：00
場所： 小坪大谷戸会館 参加費： 200円 （別途年会費200円）

①サロン開始の経緯

旧大谷戸会館にて、ご近所仲間３家族で麻雀を楽しんでいたが、同じ日程でサロ

ン参加の利用者から、仲間に入りたいとのお声掛けをいただき、会館の新装を機

にお誘いして一緒に楽しむことを地域にＰＲしていた。

②サロンの特色

上手・下手ではなく、麻雀の好きな方の集まるサロンにしたく、初心者にも優しく

指導している。

③運営上の工夫

４人が揃って行うゲームだが、当サロンでは自由参加として集まった方々で、ラン

ダムに組み合わせを行っている。会員は当日の体調に合わせて参加いただけ、

事前のエントリーや欠席届は不要。

④スタッフ人数： 11名 ⑤参加者平均： 45名

○初心者の方にも、スタッフが丁寧に教えて
います。
○女性の方の参加者がとても多く、みなさん和
やかに、ゲームを楽しんでいます。
○年６回、‘大会’を行い、交流を深めています。

サロンの流れ
13:00 開始

組合・抽選（トランプ利用）
挨拶・ゲーム開始

（休憩・お茶各自）
16:30      片づけ
17:00      終了

～サロン風景～

㉝



東谷戸サロン

開催日時： 健康麻雀： 毎週月・金曜日 13:00～17:00 200円（１回）
(費用) 囲碁の会： 毎週金曜日 13:00～17:00 年会費

カルタの会： 毎月第１・３金曜日 9:00～12:00 年会費
カラオケの会： 第2・3・4水曜日 11:00～16:00 100円（１回）

場所： 東谷戸会館

①サロン開始の経緯

介護予防の必要性を意識し、今後増える高齢化に関して自治会として関わり、

地域住民に対して、交流の場とプログラムの提供が必要と考えた。

②サロンの特色

４つの会があり、各会が趣味を壊さず、だれもがいつ来てもウェルカムの心で

受け入れている。参加者は全体を見たとき男女はほぼ五分五分、地区外から

の参加者も多いのが魅力。

③運営上の工夫

会館内の改装が終わったので、各会の所有品の定位置を決め会場内の整頓

に協力をいただいている。また特にカラオケ機器の整備には力を入れ歌いやす

く、雑音整備には苦労した。

④スタッフ人数： 5名 ⑤参加者平均： 10～15名

<プログラムについて>
・途中参加、途中退場、休憩なんでも有りです。どの
プログラムも自由に楽しめます。
・健康麻雀は特に人気が高く、賑わっています。
・カラオケの参加者も増えてきています。途中で食事、
おしゃべりタイムがあり、こちらも楽しみの一つです。

～サロン風景～

・左：囲碁は男性陣で白熱します。閉じこもり防止＆介護予防も楽しく実践しています。
・真ん中、右：健康麻雀は女性の参加もあります。分からないことは丁寧に教えてくれます。

㉞

小坪区会主催のサロンです ＊年会費についてはお問い合わせください



憩いの場 亀が岡喫茶室

開催日時： 毎月第1・2・3水曜日 9：30～12：00
場所： 亀が岡自治会館 参加費： 100円

①サロン開始の経緯

亀が岡団地においても高齢者家族が増えている。家に籠らず健康で元気に生活

する上で人との対話、交流を行い社会生活を維持することが必要と感じ、皆さんが

気軽に立ち寄れる憩いの場として開設した。

②サロンの特色

挽きたての美味しいコーヒー飲むことができる。コーヒーの香りが漂いコーヒーを

より楽しむことができる。紅茶や日本茶も用意。スタッフ８名は全員男性。

③運営上の工夫

月１回、ウクレレ演奏＆歌声喫茶、合唱、詩吟や四季の催しなど楽しく過ごしてもら

うためのイベントを開催している。健康講話、介護関連や認知症予防の講話もあり。

情報を提供するためのミニ学習会。

④スタッフ人数： ８名 ⑤参加者平均： 35名

サロンの流れ

9：30 開始

コーヒー、団欒、
今月の内容

11：00 健康体操、包括の時間

12：00 終了

<ある月のプログラム例>
ウクレレ演奏＆歌声喫茶
女声合唱・男声合唱/みんなで歌おう
詩吟を楽しむ
落語、マジック（ボランティアより出前）
作品展示
参加者の作品、写真、鎌倉彫、野鳥の写真、
水彩画、ちぎり絵、クロスステッチ、ペーパクラ
フト

四季の催し/クリスマス会、新年を祝う会、豆まき、
ひな祭りなど

健康講話/血管年齢測定(国保より出前）
介護関連や認知症予防の講話、口腔ケア―講話

地域の方の特技を活かした内容が盛りだくさん。そこが活性化の秘訣です。

㉟

～サロン風景～
素敵な看板が目印
です。



亀団ポールウォーキング会

開催日時： 毎月2,4木曜日 10：00～11：30
場所： 亀が岡公園 参加費： なし

①サロン開始の経緯

すでに他地区で始めていたポールウォーキングを「亀団でも…」と誘われ、興味

本位で知人と参加したのがきっかけ。「姿勢が大切」「歩き方への心がけ」を考え

たとき、100才時代と言われる今、いつまでも自分で歩き、出来ることなら遠出が

したいとの思いから立ち上げた。

②サロンの特色

全員で声を出して準備体操をする。気になる身体部分は特に念入りに。

③運営上の工夫

亀が岡公園で歩き方に気を付けて何分か歩き、そのあと地域を歩く。

④スタッフ＋参加者平均： 8～10名

サロンの流れ

10：00 開始

亀が岡公園内を
歩いた後、地域内
を歩く

11：30 終了

㊱

～サロン風景～

公園で準備体操をし、歩き方をチェッ
クしながら公園内を歩きます。
その後は地域にでます。自然の中を
歩くと気分転換にもなります。

豊かな自然の中で公園から地域へ



小坪ポールウォーキング

開催日時： 毎月2・4金曜日 10：00～11：00
場所： 小坪コミュニティーセンター前 参加費： なし

①サロン開始の経緯

社協からの体験の案内で参加した人たちが高齢者の健康づくりが無理なくで

きる運動と感じ、賛同した人たちで開始することになった。

②サロンの特色

逗子マリーナ周辺や飯島公園内、天気の良い日は富士山を見ながら歩くのが楽

しみ。大崎公園に行くこともあり四季折々の山の風景や河津桜や紅葉を楽しんで

いる。

③運営上の工夫

当日参加できる人で歩く。体調や都合で急に参加できない時は特に連絡しなくて

よい。出席簿の管理は持ち回りで行っている。

④スタッフ＋参加者平均： ５～６名

サロンの流れ

10：00 集合

ポールを使ったスト
レッチを行った後、
コースを決めて歩
く。戻ったら軽くスト
レッチをして解散。

11：00 終了

㊲

四季折々の自然を楽しみながら無
理せず歩きます。
怪我防止のためのウォーキング前
と後のストレッチも忘れずに行いま
す。

お天気の良い日は富士山を眺めながら♪



楽厨会

開催日時： 毎月第３水曜日 ９：00～13：00
場所： 小坪コミュニティーセンター 参加費：200円+食材費

①サロン開始の経緯

小坪で開催されていた料理教室が閉会となり、有志が指導者なしのサークルを立ち上げた。

市主催料理教室の卒業生が参加して、活動開始以来15年続いている。

②サロンの特色

会員が「レシピの作成」、「食材の調達」、「事後処理（ゴミ出し、布巾の洗濯など）」の当番を定

めて担当している。会員は小坪だけではなく、久木、沼間、池子からの参加者もいる

③運営上の工夫

高齢男子が家庭での調理を分担できるよう「レシピの作成」、「買い出し」、「調理」を満遍なく

分担するよう配慮している。参加者を３班に分けて各班３ヶ月ずつ全てを担当、班内でそれぞれ

の仕事を交互に担当している。

④スタッフ＋参加者平均： 12名

サロンの流れ

9：00 集合

・ 食材の分配、レシピの
説明

10：00 ・休憩、水分補給、体操
～10：30

・調理、食事、後片付け
13：00 終了

㊳

～サロン風景～

＜ある月のメニュー＞
・鶏団子と白菜煮
・切り干し大根サラダ
・小松菜と油揚げの味噌汁
・季節の果物
○年に１回は指導者を迎えて料理教室や
懇親会を兼ねて外食をしている。

みんなで役割分担をして手際よく調理も片付けも行います。



グランド シニア ソサエティ（ＧＳ会）

開催日時： 毎月第2・4木曜日 13：00～17：00
場所： 小坪大谷戸会館 参加費： 200円+飲食代

①サロン開始の経緯

小坪「亀が岡東自治会」の高齢者が集まって「酒を酌み交わしながら世間話をする会」として

スタート。その後近隣自治会会員も受入れ、現在は約半数が他自治会所属。

②サロンの特色

会員の経歴が多岐に亘るため、それぞれの分野の現況説明などを中心に趣味の話、旅行の

話、宗教の話など話題は何でもＯＫの「雑学セミナー」と称する団体。但し、商品の売買、

寄附の要請、各種の勧誘などは一切厳禁。

③運営上の工夫

特にないが、強いて言えば「飲み過ぎに注意」である。

④スタッフ＋参加者平均： 12名

サロンの流れ

13：00 集合

「無事・再会を祝って」

乾杯→「頭の体操」→
その日の担当による
講義→休憩・体操→
当日のテーマに関す
る議論・雑談

17：00 終了

㊴

～サロン風景～

みんなで集まって活動できない時期にイ
ンターネットを活用したサークル活動を開
始しました。
メンバーの半数が80歳超なので、どのよ
うにしたら全員が参加できるか検討中で
す。

普段の活動風景と初めてのオンラインによる活動



アトリエむべ

開催日時： 毎月第2水・第3火曜日 水10：00～12：30 火13：00～15：30
場所： 小坪大谷戸会館 参加費： 600円+実費

①サロン開始の経緯

1996年日本ヴォーグ社（現日本手芸普及協会）の主催で生涯学習推進キャン

ペーンに会員として参加協力したのがきっかけ。その後、地域の方の要望もあり、

12年ほど前、小坪コミュニティーセンターでサロンを立ち上げた。

②サロンの特色

編み物の性質上、入会時に個人の技量と経験に差があるので、自分のペースで

一人一人満足していただけるようマンツーマン指導をしている。

③運営上の工夫

自分のペースで楽しめるようにしている。

④スタッフ人数： ３名 ⑤参加者平均： ８名

サロンの流れ

10：00 集合

（13：00） まず、軽い体操やスト

レッチから始める。
時間まで自由に作品
を編む

12：30 終了
（15：30）

㊵

～サロン風景～

○自由に自分の作品を編みながら、随時
個別指導をします。
○参考の本の編み図の説明も丁寧に教
えてくれます。
○ゆっくり自分のペースで編み物を楽しめ
ます。

アマビエも作りました！それぞれのペースで楽しんでいます。


