
ひだまり葉桜
開催日時： 毎月第２日曜日 10：00～11：30
場所： 葉桜自治会館 参加費： 100円

①サロン開始の経緯

葉桜は地域活動がとても活発な地域。「葉山側５」対「逗子側１」という住民の割合から、葉山

側の活動に葉桜住民として参加させていただく状態だった。

やはり逗子側から立ち上げたサロンが必要と感じ、地域の方たちに相談して賛同を受けて、開

設に至った。

②サロンの特色

和気あいあいのサロン。月日を経て参加者の方たちが徐々に親しくなり、話題を振らずとも、

ほぼ絶え間なく参加者同士の話が続く。話題も環境問題、地域のこと趣味のこと、市の体制

など。個性的な方が多く、幅広く話されている。

③運営上の工夫

まず、心地よく、リラックスして１時間半を皆さんに過ごしていただけることを考えている。

テーブルクロスをかけ、小さな花を飾り、明るくアットホームな雰囲気づくり。なるべく皆さんが

お話できるように、必要に応じてお声かけをしたり、話題の提供をするよう心がけている。

④スタッフ人数： ４名 ⑤参加者平均： 10名

<ある月のプログラム例>
・基本は、おしゃべり。
会話が途切れることがなく、時間が足り
ない…というのが毎回の印象。
・年に１～２回、駐在さんをお呼びして、
お話を聞いている。

＊年１回、サロンメンバーで郷土や鎌倉など
史跡資料館を訪ねるプランを実施。

サロンの流れ

10：00   開始・挨拶・(伝達事項)
お茶とお菓子でおしゃべり
＊市の情報に詳しい方や
活動をしている方からの
‘改まった’お話もあり。

11：30 終了(次回の案内)

～サロン風景～

・開始、６年目を迎えました！
プログラムを常に用意することはなく、お話の場として、心地よい空間となっています。

⑲



下桜山しおかぜ体操
開催日時： 毎週火曜日 10：00～12：00
場所： 桜山公園（冬場は「たんぽぽ」ビル１階） 参加費： 100円

①サロン開始の経緯

下桜山地区は、地域に会館もなく、なかなか地域で集まって楽しむ機会がない

為、顔なじみの人々と一緒に体操することを通して親交を深めつつ、健康に暮ら

していけるようにしたい、との思いから立ち上げに至った。

②サロンの特色

神奈川県立保健福祉大学の先生の監修で作られた「逗子しおかぜ体操」を主に、

前後にラジオ体操第１・第２、その間にコグニサイズ、歌、口腔体操を取り入れて

いる。水分補給の時間に行う懇談も楽しみの一つとなっている。

③運営上の工夫

４月～10月は地域の桜山公園で行っている。また冬場は、近くの「たんぽぽ」奥

のリトミック教室を借りて実施している。

④スタッフ人数： 12人 ⑤参加者平均： 14～17名

<逗子しおかぜ体操＋α>
様々な体操を組み合わせて行っています。

EX.準備体操
（ストレッチ）
コグニサイズ
筋トレ
ゲーム

サロンの流れ

10：00   開始・挨拶
ラジオ体操など
「逗子しおかぜ体操」
ラジオ体操など

12：00 終了

～サロン風景～

・中部地域包括支援センターが考案
した、誰でも気軽に無理なくできる体
操の流れとなっています。

・自分のペースで楽しみながらやって
いることが継続の秘訣です。

＊寒い季節は、室内の会場を借りて
行っています♪

⑳



サロン番合谷戸
開催日時： 毎月第２金曜日 10：00～12：00
場所： 福祉会館 参加費： 100円

①サロン開始の経緯

平成23年秋、番合谷戸地域の高齢者の見守りと親睦・交流を目的にお茶会を

開催。サロンとして、毎月１回行うようになった。

②サロンの特色

・参加者のほとんどが女性で、お茶をしながら懇親会。

・地域にこだわらず、どなたでも受け入れている。

・年３回くらい、音楽会を開催している。

③運営上の工夫

押し花・大正琴・体操など、地元の人に講師をお願いしている。

④スタッフ人数： ３名 ⑤参加者平均： 16名

<ある月のプログラム例>
４月 クラフトテープで箸置き作り
５月 合唱（ボランティア）
６月 七夕飾り作り
７月 押し花でしおり作り
９月 ゴミの話
10月 ハーモニカ演奏会
11月 ギター演奏会
12月 ビンゴゲーム大会
１月 講演会
２月 エコボックス作り
３月 大正琴演奏会

サロンの流れ

10：00 開始
10:10      体操（30分スタッフより）

お茶・お茶菓子
11:00      今月のプログラム

歌を歌う（10分程）

誕生月の方への歌

12：00 終了

～サロン風景～

介護予防に効果のある、『体操』

と『歌』は毎回のメニューとして
行っています

㉑



サロン桜山向原
開催日時： 毎月第３月曜日 10：00～12：00
場所： 桜山生協２階 参加費： 100円

①サロン開始の経緯

地域高齢者の孤立化防止、認知症予防を目的として、談話を中心としたサロンを

開始した。

②サロンの特色

毎月、体操や合唱等のイベント事を取り入れるようにしている。

③運営上の工夫

参加者には、単なる参加だけでなく、積極的な役割を担ってもらっている。

（ex.大正琴演奏）

④スタッフ人数： ５名 ⑤参加者平均： 10名

<ある月のプログラム例>
４月 福祉講話（地域の方）
５月 体操（出前講座）
６月 防犯の話（逗子警察生活安全課）
７月 大正琴演奏
８月 日本昔ばなし
９月 ハーモニカ演奏（逗子ハーモニカクラブ）
10月 折り紙
11月 歌（懐メロ） （キクイモ会）
12月 押し花カレンダー作り
１月 日本昔ばなし
２月 大正琴演奏
３月 パッククッキング

サロンの流れ

10:00 開始・挨拶
10:10 今月のプログラム
11:00 お茶（団欒）
11:30 社協・包括からの話

12:00 終了

～サロン風景～

地域交流のための‘談話’を意識し、参加者の特技を披露

（ボランティア）してもらう等、スタッフも参加者も共に楽しめる
多彩な内容を考えています。

㉒



サロン桜山

開催日時： 毎月第２金曜日 10：00～12：00
場所： 逗子市商工会館 参加費： 100円

①サロン開始の経緯

地域の人との交流の場が必要と思ったので、自治会広報で呼びかけて、スタッフ

を募って開始。

②サロンの特色

参加者は、…高齢であり、虚弱であったり歩行困難な方が多い。高齢夫婦世帯

及び、一人暮らし高齢者が多い。これらの理由から、ほとんどが座ったままできる

活動を行っている。

③運営上の工夫

地域の方へ行き渡る情報が少ないので、できるだけ提供するように努める。

④スタッフ人数： ６名 ⑤参加者平均： 15名

<季節行事に関する活動>
・節分 ・七夕 ・ひな祭り
・防災学習 ・クリスマス会 ・新年会

＜年に１回開催＞
・外での活動
・保育園児との交流

サロンの流れ
10：00 開始

挨拶・小話
10:10       ギターで歌おう（スタッフより）
11：50      包括からの話

（生活上の留意点等）
11：00 運動
11：00 お茶・お茶菓子
12:00       終了

～サロン風景～

スタッフがギターを使った音楽療法を用
いて、皆で声を出します

音楽、体操
の活動と合
わせて、季
節行事も楽
しみます。

㉓



チームすずらん
開催日時： 毎週水曜日 10：00～11：30
場所： 福祉会館 参加費： 無料

①サロン開始の経緯

逗子市が開催した「脳活・筋活講座」を3カ月受講後、有志が体操の効果を感じ、

継続したいとの強い思いから立ち上げた。

②サロンの特色

準備や片付けなど、それぞれできる人ができることを協力しあってやる。少人数

なので楽しい気分で活動している。

③運営上の工夫

コロナ禍においては感染予防をみんなで意識して換気・消毒・ディスタンスを徹

して活動している。

④スタッフ人数＋参加者平均： ８名

体操指導の中で、この動作が身体の
どの部分に効果があるかをその都度、

繰返し説明してくださいます。参加者は
頭で理解しながら無理なく身体を動かす
ことができます。

サロンの流れ
10：00 開始

準備体操
↓

柔軟性・筋力体操
↓

バランス体操等

11：30        終了

～サロン風景～

㉔

イスを使って無理なく体操できます


