
ご近所ひろば お休み処in逗子地区

開催日時： 毎月第３火曜日 10：00～12：00 （雨天中止）
場所： 交流センター駐輪場 （or桜逗会館） 参加費： 100円

①サロン開始の経緯

当初、逗子3・4丁目には自主防災組織のみで自治会がなかった。また地域柄、

市役所・駅・図書館等近いこともあり、ご近所づきあいがなかった。3.11をきっかけ

に、ご近所づきあいの大切さを感じていた。その後、民生委員児童委員、地域住

民とでサロンを開催。顔の見える関係作りを目指した。

②サロンの特色

・主に市民交流センター駐輪場を使用した屋外型サロン。屋外型なので、誰でも

参加しやすい。 （＊雨の季節や冬の寒い季節は、桜逗会館を使用している。）

・お互いさまサポーター（お互いさま逗子3・4）がスタッフ。

③運営上の工夫

・お喋りとお茶、そして歌とちょっとした運動をプログラムの主として行い気軽に立ち

寄れる雰囲気となっている。

・地域の掲示板にサロン開催のチラシを掲示している。

・一人暮らし高齢者宅にサロンチラシや包括情報を配布。（見守りを兼ねている）

・地域包括支援センターに相談コーナーを開催していただいている。

④スタッフ人数： 23名 ⑤参加者平均： 15名

<ある月のプログラム例>
・花紙でカーネーション作り
・デコパージュ ・ポールウォーキング
・炭火コンロで焼き芋 ・包括支援センターの話
＊交流（団欒）を中心として実施中

サロンの流れ

10：00 開始
(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～

交流センターの駐輪場は、場
所柄、誰でも気軽に参加しや
すいサロンです。通りすがりの
方々も声をかけてくれます。

①



桜逗会館ふれあいサロン
開催日時： 体操教室 毎月第２・３・４木曜日 13：30～14：30

音楽教室 毎月第２・４金曜日 14：00～15：00
場所： 桜逗会館

①サロン開始の経緯

桜山１・２丁目、逗子４丁目に住む地域住民が介護予防と地域交流を行う場とし

て、体操教室と音楽教室を自治会館で開始した。

②サロンの特色

介護予防を目的として、専門の講師による「体操指導」と「音楽指導」をメインに

行っている。参加者のみなさんも定期的に集い、真面目に取り組んでいる。

③運営上の工夫

参加者の状況により、地域（丁目）ごとに対象日時を設定している。より身近な

地域交流を深めると共に、近隣同士が誘い合わせることで参加率も高い。

④スタッフ人数： ５名 ⑤参加者平均： 25名

<プログラム内容>
＊体操教室 月３回 （指導：ZIAの先生）
・椅子に座ったままできる体操
・筋力アップの体操
＊音楽教室 月２回 （指導：阿部先生）
・発声練習
・ピアノ演奏に合わせて懐かしい歌を歌う
＊福祉勉強会
必要に応じて設定し、皆で学んでいます。

サロンの流れ

13：00   受付・団欒
13：30 その日のプログラム

・体操教室
・音楽教室

14：30 各自休憩
15：00 終了

～サロン風景～

・体操指導の様子。無理せずに自分の
できる体操を継続することが大事です。

②

・音楽指導の様子。発声の良さは先生の
お墨付き！真面目に楽しく取り組みます。

<ポールウォーキングもやってます！>
毎月第３金曜日、10：00～烏川橋（桜山１丁目）に
集合して、ポールウォーキングを行っています！



多世代地域サロン交差展 ぷらっと
開催日時： 毎週月～土曜日 10：00～16：30 （火曜日は１日貸し切り）
場所： 元オーケーストア２階（逗子1-2-22） 参加費： 300円～

①サロン開始の経緯

NPO法人オーバルが、平成29年９月にオープン。多世代が交差する場を目指して

いる。

②サロンの特色

地域で共生するサロンを常設。初心者向けの麻雀教室（第1,3月曜、第2,4金曜）、

一人300円の有料、お菓子付き。

③運営上の工夫

利用料金：１回 300円/人 飲み物付 （おかわりは＋100円）

貸切 800円/時 （飲み物なし）

＊介護相談・展示ブース・貸切については別途お問合せください

④常駐スタッフ： １名以上 ⑤参加者平均： ６名

<利用例> ～様々な利用の仕方ができます～

・いこいの場 買い物帰りの休憩やおしゃべりが
できます。

・ゲ ー ム 健康麻雀やセブンブリッジができます。
（初心者向けとして、２回/月教室あり）

・習 い 事 手芸、折り紙、パソコン・タブレットなど。
（その他経費あり）

・自 習 室 対象：小学～中学生 （火曜日・無料）
・介護セミナー介護する方を応援します。

ぷらっとの流れ

10：00   開始

12：30
13：30

16：30 終了

～ぷらっと風景～

・各テーブルで、みなさん、好きなことを
して過ごします。

・お好きな時間帯に‘ぷらっと’来て、
各々好きなことをして過ごします。

③

・集いやすい（立地の良い）場所です。
ぜひ、お気軽にお立ち寄りください♪

昼休み

＊立地条件の便利な場所なので、ぜひご利用ください。
＊ご利用される方の希望によって、利用されています。アイディアを持ってきて
くれることを期待しています♪



サロン・ド・桜（オー）
開催日時： 毎週月曜日 13：00～18：00
場所： 逗子７丁目個人宅 参加費： 100円

①サロン開始の経緯

我々のための、（私はいま70代）これからの人生に少しの潤いと、少しの張り合い

を持って、楽しく話をしたり、お茶を飲んだりと、仲間づくり、自分に合った趣味を

探し、また趣味を活かして、みんなで第二の人生を、歩んでいこう！という趣旨の

もと始めた。

②サロンの特色

『自由』 ・友達の家にきたように、ふらっときたよ。

・お茶を飲んで、おしゃべり。

・お買い物ついでに。

そんな、くつろぎの場所を目指している。

③運営上の工夫

参加者みんながスタッフ。

みんなの声、意見で作り上げて、一人でも多くの方々に楽しんでいただけるような

ホットなくつろぎのスペースにすることを心掛けている。

④スタッフ人数： 参加者みんな ⑤参加者平均： 20名

<ある月のプログラム例>
・最初のお茶・団欒は参加者みんなで集
まって行う。
・その後は、各々やりたいことを行う。
・遅れてきても、早く帰っても、自由。
・毎月最終月曜日は、食事会。参加者み
んなで食事の支度をして、みんなで食べる。

サロンの流れ

13：00   開始・挨拶
お茶、団欒
それぞれ分かれて、
・健康麻雀・歌
・談笑

18：00 終了

～サロン風景～

・個人宅での開催ならでは（?!)、みなさん親戚のような、
気兼ねなく楽しめる地域付き合いの場となっています。

④



逗子６丁目サロン
開催日時： 偶数月不特定 土曜日 14：00～16：00
場所： 聖マリア小学校南校舎 参加費： 100円

①サロン開始の経緯

逗子６丁目は、民生委員児童委員がいない現状。ご近所同士が分からない状態

で、とても心細く感じていた。ましてや災害時はもっと心配。小さい子どもがいる方、

年をとって動きにくい方など、６丁目でお互いに助け合えるなじみの関係になりた

いと思ってサロンを開始した。

②サロンの特色

・０歳～高齢者まで。参加者の年齢は問わない。（０歳の子連れ夫婦の参加あり）

・聖マリア小学校のご協力で、元気な子どもたちは体育館や校庭で遊べる。

・冷暖房が付いていて、快適なお部屋でのんびりできる。

・自治会が後援で、協力体制で実施している。

・サロンの締めは、「逗子しおかぜ体操」を行い、筋力づくりをしている。

③運営上の工夫

・毎回、逗子６丁目の住民からのお話の時間を作っている。

・地域住民からの梅やゆずなど、持ち寄って頂いたものの話をしてもらっている。

④スタッフ人数： ４名 ⑤参加者平均： 10名

< ６丁目住民によるお話（例） >
・丸の内、大手町の見所と美味しいお店
・‘あらいぐま’の現状と対策、捕まえた後の話
・カルタA級選手の対戦
・内科Dr.（野村先生）からのお話
・リースを作ろう ・子育てで気を付けること
・落語 ・認知症予防

サロンの流れ

14:00   開始

お茶を飲みながら交流
14:30 住民の「お話」・談笑
15:30 逗子しおかぜ体操

16:00 終了

～サロン風景～

＊サロン中は校内の体育館を
子どもたちに開放しています。
保育士の見守りもあります。

⑤



逗子一丁目かっぱサロン
開催日時： 毎月第２日曜日 10：00～12：00
場所： かっぱ寿司３階会議室 参加費： ３00円

①サロン開始の経緯

逗子一丁目自治会は商店街と住宅地が混在しており、高齢者も多い。何とかご近

所が顔なじみになれる方法はないかと思案していた。かっぱ寿司さんに会議室を

借りるご相談をしたところ、快く協力を申し出てくださり、2019年11月サロンの開催

にこぎつけた。

②サロンの特色

さまざまな世代の方が気軽に参加できるような、ちょっと楽しいひと時を心掛けて

いる。

③運営上の工夫

今後の運営方法などいろいろなことを検討・改善中。

稲荷寿司の手土産や、中国茶接待のイベントなど、ここに来たら「楽しかった」を

持ち帰ってもらえるよう心掛けている。

④スタッフ人数： ４名 ⑤参加者平均： 15名

<プログラム>
・中国茶接待 ・カレンダー作り
・写経 ・塗り絵
・各種ゲーム など
＊月毎で内容が変わる。
（特徴的なプログラムを準備）

サロンの流れ

10:00   開始

お茶・団欒
当月プログラム

12:00 手土産配布 ・終了

～サロン風景～

⑥

ぬり絵カレンダーは、毎月の
お楽しみになっています♪

工作が得意なスタッフお手製！！顔出しカレン
ダーでの記念撮影。場を和ませてくれます。

子どもから

お年寄りまで、
様々な年代
の方が集う
場です。



逗子地区ポールウォーキング

開催日時： 毎月第２・４水曜日 10：00～11：30
場所： 交流センター中庭 参加費： なし

①サロン開始の経緯

最初は社協主催だったが、高齢者の健康づくりが無理なくできる運動と感じ、その

その後引き継いでやっている。

②サロンの特色

60代後半から86才まで元気な方が多いサロン。準備運動に顔の体操や唾液を

出しやすくする口（舌）の体操も取り入れている。ポールウォーキングで交流セン

ター中庭を大きく５周→外周りを２周→中庭３周→整理体操。３回位、水分補給の

休憩を入れている。

③運営上の工夫

一年の中で季節の良い時には、少し遠出をして歩くこともある。

④スタッフ人数： ４名 ⑤参加者平均： 15名

大腿骨骨折で手術された２名の方が術後
に入会され、一生懸命ポールウォーキングを
した結果、今ではしっかりと歩けるようになっ
たと大変喜んでいらっしゃいます。

サロンの流れ

10:00   開始

準備体操・顔の体操
口の体操
ポールウォーキング

11:30 整理体操 ・終了

～サロン風景～

⑦

整理体操もしっかりやります。準備体操・顔と口の体操をします。

休憩をしな
がら水分補
給も忘れず
に。


