
ふれあい篠の会 「スマイル篠」

開催日時： 毎月第２火曜日 12：15～14：15 （１月・８月休み）
場所： 池子会館２階 参加費： 100円

①サロン開始の経緯

1990年より、池子地域の高齢者給食を調理配達。市には365日給食を願い、達成した頃、会員の

高齢化により配達が難しくなったことから、お客様にいらしていいただけるサロンへと2008年5月

より、現在の池子会館で「てぃーるーむ篠」を開催。「食とふれあい」を大切に、2017年9月より「ス

マイル篠」に名称変更。お客様にもお手伝いしていただき、会員も共に楽しめるセルフサービス

のサロンにした。

②サロンの特色

・お弁当作りに腕をふるった会員のアイディアお菓子とユーモア紅茶等の飲み物。

・手芸班会員の和みの手芸は、嬉しいお土産に。

・貸出し無期限の「篠の会文庫」。お茶のお伴にどうぞ。

・東部地域包括支援センターの相談受付とミニ体操・季節の講話。

③運営上の工夫

「食とふれあい」の大切さを中心に、温かな飲み物と一緒に、賑やかなお話の花が咲きますよう

に、日頃の不安や迷いの解消、情報交換の場にもなって、楽しいひと時をご一緒したい。指先を

動かす手芸はお話の糸口にも、脳活にもなる。

④スタッフ人数： 24名 ⑤参加者平均： 14名

サロンの流れ

12：15 開始

お茶菓子or手芸 or文庫
（各自、好きなことをする）

13：00 包括が相談窓口を常設。
体操やミニ講話

13：30 焙じ茶でゆっくりと歓談・
情報交換

14：15 終了

<ある月のプログラム例（手作りお菓子/手芸>
４月 プルーン入カスタード / 兜の箸袋
５月 ココアドーナツ / コマ
６月 豆腐白玉 /蜆のストラップ
７月 クッキーとチョコ /新聞紙のバスケット
９月 水ようかん道明寺粉 / 手裏剣
10月 フルーツみつ豆 / コースター
11月 パウンドケーキ / 飾り鶴
12月 フルーツケーキ / ポチ袋（和紙）
２月 フルーツあんみつ / お雛様（立体）
３月 パウンドケーキ / 折り箱
年１回（秋頃） 体脂肪検査～サロン風景～

素敵な小物づくりは皆さん集中で大好評！ スタッフから教えてもらい、完成度の高い作品が仕上がります
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無期限で借りられ
る、「篠の会文庫」
も好評です♪



ふれあいサロン・とまり木

開催日時： 毎週水曜日 10：00～12：00 （イベント時 10：00～14：00）
場所： 東逗子第二団地集会所 参加費： 50円（イベント時 200円）

①サロン開始の経緯

自治会の事業部で高齢者が集まった際、お互いに顔なじみになり、孤独死防止の

ためにサロン開催についてを話合い、開設に至る。地域で楽しい計画を立て、お茶

やコーヒーを飲みながら、おしゃべりしたりする中で、情報を共有している。

②サロンの特色

・月一回、ポールウォーキングをしている。

・第二水曜日に集いの場を開催し、認知症予防体操をしている。

③運営上の工夫

年間で季節のイベントを行っている。（敬老の日やクリスマス会など）

④スタッフ人数： ３名 ⑤参加者平均： ９名

<ある月のプログラム例>
４月 お花見
５月 体操・歌・口腔ケア
６月 夏に向けて看護師の話・サンドウィッチ作り
７月 ボランティアによる折り紙教室
８月 脳トレパズル
９月 敬老の日のお祝い・理学療法士の話
10月 朗読
11月 看護師からの話
12月 クリスマス食事会（講師による歌）
１月 理学療法士からの話
２月 健康チェック
３月 カラオケ
その他 体操・歌を歌う・駐在さんの話

サロンの流れ

10：00 開始
ビデオによる認知症予防

10：30      今日のプログラム
11:30        お茶・お茶菓子
12:00        終了

（以下、イベント時のみ）
昼食付き、とまり木タイム
お茶・団欒

14：00       終了

～サロン風景～

お食事つきのスペシャルな
イベント時の楽しいひと時。
お話も弾みます♪

月４回、顔を合わせる地域住民。交流の
場として大切な役目を担っています。
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開催日時： 月１回水曜日 10：00～12：00 （または土曜日 13：00～）
場所： 東逗子第一団地集会所 参加費： 100円

①サロン開始の経緯

団地内の居住者の交流があまりなかったので、旧自治会長の取り組みから始

まった。

②サロンの特色

誰でも気軽に参加できる。

「まごの手サロン」と、「まごの手劇場」（映画サロン）を交互に実施している。

③運営上の工夫

皆が参加できるように、サロンと映画鑑賞会を交互に（隔月で）行い、難しいことは

やらない。

④スタッフ人数： 10名 ⑤参加者平均： 15名

<ある月のプログラム例>
・介護予防の体操
・みんなで歌唱
・食事会 ・団欒
・介護、防災対策についての話し合い
・映画会
・口腔ケア（健口体操）
・iPadを使った脳トレーニング

サロンの流れ

10：00 開始
お茶・団欒
今月のプログラム
（or映画鑑賞会）
（包括からの話）

12：00 終了

～サロン風景～

まごの手サロン・まごの手劇場

iPadを使った脳トレでは、初めて
iPadを触る方でも参加ができるよ
う、丁寧に教えてもらいました。
またやりたい！という方が多数。

キーボードとハーモニカ、歌が合わさった、スタッフ
による演奏会。みなさん聴き入りました。

スタッフ講師によ
る、『口腔ケア』
のお話に、みな
さん真剣な様子
です。
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サロン アザリエ第二

開催日時： 毎月第１火曜日 10：00～12：00
場所： アザリエ学校前公園 ・（逗子市立池子小学校） 参加費： 100円

①サロン開始の経緯

一人暮らし高齢の方が家の中で躓いたことがきっかけで、日常生活に多少困難を感

じられるようになり、時折手助け願いを受けるようになった。結果、困った時に、もっと

気軽に助け合うことができたら…という気持ちで地域の方たちが集う場を始めた。

②サロンの特色

一年中、公園で開催していたが、当日悪天候であったり、加齢と共に暑さ寒さを

もろに感じるようになり参加者も減少傾向となって、思案してたところ、隣接する小

学校の校長先生のご厚意により、時に教室を借りて行っている。

③運営上の工夫

月１回公園（学校）での開催は参加人数も少ないので、朝（月～金）6：30より、同

スタッフによるラジオ体操やストレッチをしている。

④スタッフ人数： ７名 ⑤参加者平均： １5名

<ある月のプログラム例>
４月 花見（学校前公園）
５月 運動の効果とやり方のコツ講座、ストレッチ
６月 お口の健康
７月 エンディングノート説明
８月 みんなで歌う会（音楽講師）・ストレッチ
９月 みんなで一緒にお弁当・ストレッチ
10月 ポールウォーキング
11月 防災関係
12月 口腔ケア・食事会

サロンの流れ

10：00 開始
お茶・団欒
今日のプログラム
お茶菓子・団欒

12：00 終了

～サロン風景～

肌寒い日も、皆で集まって
和気あいあい楽しみます。
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アザリエ第一サロン

開催日時： 不定期 10:00～12:00
場所： 東逗子第一団地集会所 等 参加費： 100円

①サロン開始の経緯

行政や業者に依頼するほどでもない作業や困りごとを近所のよしみで助け合う

井戸端サロン的な雰囲気を持つ有志の集まり。また住民の皆さんが一堂に会し

て、おしゃべりやお茶をする場をつくった。

②サロンの特色

暮らしの安全に関する実務的なものや健康維持、増進など、講師を招いて開催

したり、自治会活動で住民参加の手伝いをしている。

③運営上の工夫

その時のサロンテーマにより、所要時間２時間が多い。その内、前半１時間半を

講習会、休憩を挟み後半をお茶会・雑談の時間として、参加しやすい方を選択で

きるようにしている。

④スタッフ人数： 19名 ⑤参加者平均： 15名

<ある月のプログラム例>
２月 電話詐欺対策講習
３月 お花見会（リラックス体操）自治会と共催
６月 お茶会
８月 健康体操
11月 自治会保有の防災備品点検・非常食試食

12月 健康体操

サロンの流れ

10：00 開始
今月のプログラム
（講演・講習会）

11:30       テーブルセッティング
（教室型⇒グループ型へ）
お茶会（お菓子・お茶）

12：00 終了

～サロン風景～

会場セッティング
をやり直す２部
構成で、参加し
やすい雰囲気を
つくってます
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サロン・メロディ～館

開催日時： 毎月第３水曜日 10:30～14:00
場所： 福祉クラブ生協メロディー館逗子葉山 参加費： 100円

①サロン開始の経緯

福祉クラブは、福祉をテーマとして活動していたが、４月に複合福祉施設を池子

に作り、６つのW.Coが１つの拠点に集まった。それを機に地域の方との交流を深

めたいと思い、サロンを開始した。

②サロンの特色

様々な世代の方が、気軽に来て、交流したり、くつろげる場所になれるように努め

ている。

③運営上の工夫

参加された方が、来てよかったと思ってもらえるよう、心掛けている。

④スタッフ人数： ６名 ⑤参加者平均： ４名

<ある月のプログラム例>
・介護講座 ・フレイル予防体操
・健康チェック ・保険の見直し
・試食会 ・介護、生活用品の紹介
・クリスマスリース作り

サロンの流れ

10：30 開始
今月のプログラム

12:00       希望者に昼食（700円）
お茶・団欒

14:00 終了

～サロン風景～

様々なプログラムを準備すると共に、気
軽に立ち寄れる場として機能することを
目指しています。
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