
開催日時： 毎月第２火曜日 10：00～12：00
場所： 沼間会館１階 参加費： 100円

①サロン開始の経緯

高齢者が一人でも安心して暮らせるように元気になって欲しい。情報交換ができる

場所を作りたい。孤立死を出したくない、という思いから始めた。

②サロンの特色

・年に２回、沼間愛児園との交流をしている。

・沼間三丁目だけでなく、沼間の他地域からの参加者もいる。

・スタッフは男性が多い。

③運営上の工夫

サロンのチラシを市及び自治会の掲示板に張る。自治会だよりで広報している。

当日、会場にサロンののぼり旗を立てている。

④スタッフ人数： 10名 ⑤参加者平均： 26名

<ある月のプログラム例〉
・伴奏に合わせて合唱
・沼間愛児園との交流会（カルタ・あやとり等）
・愛児園との交流におけるアルバム作り
・健康、介護予防に関する話
（熱中症・口腔ケア・ヒートショック等）
・介護予防体操 ・落語 ・折紙
・警察からの話 ・昼食会
・七夕飾り作り ・クリスマス会（ビンゴ大会）

サロンの流れ

10：00 開始・座ったまま体操
包括or社協からの話
今月のプログラム
お茶・お茶菓子で
団欒

12：00 終了

～サロン風景～

サロンぬままさん

保育園児や地域との交流

から、ボランティアの演奏
会、講話、物づくり、季節
行事等、多彩に行ってい
ます

⑩



ふれあいサロンアーデンヒル

開催日時： 毎月第１木曜日 10：00～12：00
場所： アーデンヒル自治会館 参加費： 100円

①サロン開始の経緯

見守りサポーター講習を受けた人がこの地区に２名いることを知り、山の根や池子、小坪の

サロンを見学してから、社協の勧めを受けて、この地区でも活動してみようとスタートした。

②サロンの特色

‘毎月ごとに「行事」を計画し、事前に予告すること’を多くの参加者を募るための施策として

行っている。当日の打ち合わせで、翌々月の「行事」を決定し準備する。

③運営上の工夫

・サロン開催のＰＲ…毎月自治会の回覧に「今月のサロン」の案内を回覧してもらう。各ゴミス

テーション、自治会掲示板へポスター掲示。サポーターにより、個別にポスティングしている。

・催物の検討…季節に合わせた行事、講演会の計画、雛祭り、子どもの日、クリスマス等の

テーマを決めた工作。年２回、簡単な食事を作る。（ex.手巻きずし・芋煮）

④スタッフ人数： ８名 ⑤参加者平均： １５名

<固定化したプログラム>
６月 口腔の講演（歯科衛生士より）
８月 スタッフが作ったカレーで昼食会
９月 逗子警察署生活安全課・交通課の講演
11月 みんなで芋煮会
２月 「恵方巻」を作って食事会
年１回 フルートアンサンブルのミニコンサート

＜その他のプログラム例＞
季節行事と合わせて、簡単な工作など実施。
・Tシャツを使ったエコバッグ作り
・「秋の風物」を紙工作、歌集で秋の歌をコーラス
・身近な材料を使ってクリスマスリース作り
・ カルタ等の新年会ゲームとビンゴで楽しむ
・ 「ひな人形」を折り紙で作る

サロンの流れ

10：00 開始

お茶・お茶菓子団欒
今月の内容
包括・社協からの話
次回サロンの案内

12：00 終了

～サロン風景～

スタッフ考案の「季節を意識したプログラム」は、このサロンに
集うからこそ、体験できるものであり、参加者から好評です。

⑪



開催日時： 毎月第３金曜日 13：00～15：00
場所： グリーンヒル自治会館 参加費： 100円

①サロン開始の経緯

高齢者の外出の機会を増やすことや談笑することが健康維持に重要であるとの趣旨に賛同。

また、友人が増えれば、地域の活性化になると期待した。

②サロンの特色

・スタッフを含めると参加者は40名弱となり会場はほぼ満席となる（内、男性が約10名）。

・プログラムが豊富で参加者間の会話時間が不足気味。

・会場は普段住民が集まる自治会館で立地が良い。

・各テーブルにスタッフの庭にある花を持ち寄り飾っている。

・スタッフも可能な限り話の輪に入る。

・東部地域包括支援センターの「高齢者の暮らしなんでも相談」が併設されている。

・家族が付添で認知症の方が参加している。スタッフ（認知症サポーター）、他の参加者の

対応が進歩している。

③運営上の工夫

・会費100円に対しお値打ち感のあるお茶菓子を探す。

・参加者の意見発表や作品（写真、工芸品、俳句など）展示の機会を設ける。

④スタッフ人数： 21名 ⑤参加者平均： 18名

<ある月のプログラム例 /  協力スタッフ>
４月 軽運動 /  （出前講座）
５月 尿漏れ対策 /  （地域ボランティア）
６月 大正琴演奏 /  （興人ひばりの会）
７月 ウクレレ演奏 /  （地域ボランティア）
９月 落語 /  （スタッフ友人）
10月 詐欺の話 /  （逗子警察）
11月 マジック /  （地域ボランティア）
12月 クリスマス会・歌 /  （地域ボランティア）
１月 新年会・琴演奏 /  （スタッフ）
２月 腰痛体操 /  （地域ボランティア）
３月 ハーモニカ演奏 / （地域ボランティア）

サロンの流れ
13:00 開始

お茶・お茶菓子で
団欒、笑いヨガ

13:30        今月のプログラム
14:30 お茶・お菓子で団欒

包括からの情報
15:00 終了

～サロン風景～

ティールームグリーンヒル

人の繋がりが広く（サロンスタッフ以外の）、特技や趣味を活かした同じ地域のボランティアの方々
の協力をいただきながら、プログラムを行っています。まさに‘地域の人’が作っているサロンです。

⑫



サロンもくれん
開催日時： 毎月第１月曜日 10：00～12：00
場所： 興人東逗子自治会館 参加費： 200～500円

①サロン開始の経緯

興人東逗子自治会・東町内会には、要支援１・２の人や、要介護であってもサー

ビスを必要としない方、そのいずれでもない65歳以上の方々の楽しみの場や語り

合える場がないという声があり、「サロンもくれん」を設立した。

②サロンの特色

補助金を受けずに自主的にお金を出し合って、運営している。地域のボランティア

の方の歌や踊り、小物作り、お話し会などを行っている。

③運営上の工夫

役員の人々が交替でお茶菓子を購入したり、会員の庭に咲いているお花をテーブ

ルに飾って雰囲気を盛り上げている。

④スタッフ人数： ７名 ⑤参加者平均： 14～18名

<ある月のプログラム例>
・人形作り
・塗り絵
・まつぽっくりの飾り物
・季節に合った歌を選定し、みんなで
歌う。（お正月・春夏秋冬・クリスマス）
＊東部地域包括支援センターの職員や関係者
から、今逗子の中で起きてる高齢の方の問題
や困りごとなどについて、説明をいただく。

サロンの流れ

10：00   開始・挨拶
包括の話

10:30 参加者の声や代表の話
11:00       (物語等）お話を聞く
11:20 手芸や物づくり
11:50 音楽に合わせて歌５曲
12：00 終了

～サロン風景～

・毎回、スタッフがお花を飾ります。雰囲気が明るくなり、参加者の顔も自然とほころびます。
・参加の皆さんから、昔の物語や生活体験談、得意とする手芸や歌のことを話してもらった
りしており、地域の交流が深まっています。

⑬



南台サロン
開催日時： 毎月第3木曜日 10：00～12：00
場所： 沼間南台ハイツ集会所 参加費： 100円

①サロン開始の経緯

当団地内も高齢者が多く、また一人暮らしのため、なんとか自宅から出て周りの

人たちとの会話を楽しみ元気で暮らしてもらいたいとの気持ちから開始。

②サロンの特色

近隣の沼間愛児園の園児との交流から始まり、体操または歌を歌い、その後は

雑談を行う流れをつくっている。

③運営上の工夫

一人でも多くの参加者を増やすために、団地内だけでなく、友人関係や近隣の方

の参加も促進している。参加者の意見を取り入れるようにしている。

④スタッフ人数： ３～５名 ⑤参加者平均： 10～13名

<特色>

東部地域包括支援セン
ターの出張相談と共に、
自治会や民生委員児童
委員さんもスタッフとして
参加しているので、住民
のニーズを発見しやすく、
ニーズにお応えしやすく
なっています。

サロンの流れ

10：00   開始・挨拶
包括からのお知らせ
（出張相談）
園児との交流
講師による介護予防体操
お茶とお茶菓子による団欒

12：00 終了

～サロン風景～

左：毎回、専門的な講師に
よる介護予防体操を行っ
ています。
右：体操の後のお茶＆お
菓子で交流も弾みます。

⑭



10縁カフェ

開催日時： 毎月第１月曜日 10：00～11：30
場所： SOMPOケアラヴィーレ東逗子 参加費： 10円

①サロン開始の経緯

サロン（当初は認知症カフェとして開始）に取り組むことで、近隣・自治会・行政と

ホームが顔の見える関係を築きたいと思い、開始した。

②サロンの特色

前半は体力測定や各種研修、音楽イベントなどで45分、後半は参加者でお茶の

席を囲み談笑。途中、東部地域包括支援センターの方からのお話があり、情報

発信の場として活用いただいている。

③運営上の工夫

・体力測定を３ヶ月の周期で開催することにより、継続参加を促している。

・人気のボランティアの方の企画も定期的に盛り込んでいる。また、新しい企画も

随時取り入れている。

・10縁カフェ以外にも週に１度介護予防体操を開催し、来訪しやすい環境に努め

ている。

④スタッフ人数： ３名 ⑤参加者平均： 10名

<ある月のプログラム例>
・出前講座（体操・音楽）
・介護予防体操
・３カ月に１度の体力測定
・ボランティアの方の企画

サロンの流れ

10：00 開始

10:05 イベント
10:55 お茶・お菓子・団欒
11:15 包括・ホームからの話
11:30 終了

～サロン風景～

施設の一室で、専門職と地域ボランティアが協働
して、くつろぎの場を作っています。

⑮



東逗子会館インターネットと麻雀の会

開催日時： 毎週火・金曜日 9：00～12：00
場所： 東逗子会館 参加費： 100円/月

①サロン開始の経緯

マイキャッスル湘南逗子マンション群(400世帯余）には自治会が無く、加えて、

一人暮らし高齢者が増加している。健康寿命を伸ばす高齢者の集いを立ち上げ

る必要があった。

②サロンの特色

・タンスにしまわれたスマホ、タブレット、ノートPCの利用を促し、遠くの家族・世界

と繋がる相互勉強会。

・意外と強い女子、点数計算できる男子が真剣に戦う麻雀。

③運営上の工夫

・20分の体操を、50インチディスプレイで動画を見ながら行っている。毎回同じに

ならないように13種類の体操動画を用意している。

・青春時代の歌謡曲・演歌・童謡などをBGMとして、鼻歌を歌いながら麻雀に潤

いを与えている。

④スタッフ人数： ８名 ⑤参加者平均： 12名

パソコンやスマホで電子メール、
Youtube、Facebook、twitter、Skype、
Lineなどの勉強会をしたり、BGMを聴
きながら麻雀を楽しんでいます。

サロンの流れ

8：30 準備

9：00 体操
9：30 インターネット・麻雀
11:45 片付け
12:00 終了

～サロン風景～

⑯

なんでも雑談会の実施や、友達づくり、認知症予防にも繋が
る工夫も盛りだくさんです。真剣勝負の麻雀が人気♪

（上）口腔ケアのお話を聞
きました。（年１回）

（左）毎回、麻雀の前には
体操をします。いろいろな
動画が用意されていて、笑
顔も見られます。



東逗子会館太極拳
開催日時： 毎週木曜日 10：00～12：00
場所： 東逗子会館 参加費： １回 1,000円

①サロン開始の経緯

マイキャッスル湘南逗子開設直後より連続して運営中。自治会の無い地区なので

高齢女性の交流の場が必要だった。（逗子市外からの移住者が多いため）

②サロンの特色

最高齢87歳、太極拳を続けて、18年。これからも続きます。

③運営上の工夫

朝8：30過ぎから会館清掃しながら身辺報告や相談に興じている。

地域の一人暮らし高齢者増加と老老介護情報交換の場となっている。

④スタッフ人数： ５名 ⑤参加者平均： ６名

サロンの流れ

9：30 会館設営等

10：00 太極拳
クールダウン

12：00 終了

～サロン風景～

⑰

<太極拳の流れ>
・準備体操 10分
・練功ナハ法 15分
・八段錦 15分
・２４式太極拳 25分
・休憩 15分
・２４式太極ベンガン 25分

平均年齢76.3歳。べんがん棒を振り回すので、１０人位が適正人数。初心者大歓迎♪
講師の先生の本格的な指導が受けられます。（みんなの服装は自由に、気軽にできますよ。

「インターネットと麻雀の会」と合同で、口
腔ケアのお話を聞きました。（年１回）



楽食会
開催日時： 毎月第４月曜日 ９：00～13：00
場所： 沼間コミュニティーセンター 参加費： １回1,000円

①サロン開始の経緯

一人になった時に自分で料理を作ることができるようにしたいとの思いから。

②サロンの特色

男性料理教室で定年退職した人たちで構成。時々、施設見学会や親睦会を兼ね

たハイキングを開催している。ボランティア連絡協議会に所属してボランティア活

動もしている。

③運営上の工夫

健康に留意したメニューを考えている。

④スタッフ人数： １名 ⑤参加者平均： 12名

サロンの流れ

9：00 先生から各メニューの手

順の説明。３班に分かれ

て調理をし、作った料理

を食べる。最初又は最後

に口腔ケアの体操をする

13：00

～サロン風景～

⑱

<ある月のメニュー>
・きのこの炊き込みご飯（304kcal・塩分0.6g）

・小松菜の味噌汁（とろろ昆布）（50kcal・塩分0.4ｇ）

・鮭の南蛮漬け（250kcal・塩分1.3g）

・里芋のごま和え（74kcal・塩分0.7g）

・デザートとして花ミカン

ｓ親睦会を兼ねた工場見学と調理体験


