社会福祉協議会がすすめる
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ははじめに
じ め に

サロンが必要とされる背景
地域住民による居場所づくり「サロン活動」は、ひきこもりや閉じこもり、孤独と
いった状況が社会的に問題視され始め、福祉サービスを利用する高齢者の間でも「話
し相手がほしい」「いろいろな人とおしゃべりがしたい」という要望が聞かれるよう
になった平成５、６年頃から全国各地で始まったものです。
こうした「サロン活動」の魅力は、デイサービスのように、
「サービスを受ける人」
として参加するのではなく、歩いていけるような身近なところで、高齢者と地域住民
がボランティアとして一緒になって、のんびり好きなことをしたり、自由に出入りし
たり、友人と行動をともにしたり、といった自由さにあります。
その自由さへのニーズの高まりとともに、本書でも述べているサロンの意義や効果
が社会的にも認められ、サロン設置数は、全国的に右肩上がりに増加しています。現
在、全国社会福祉協議会が把握しているサロンの数は、平成２１年時点で、５万箇所
以上あり、その８割は高齢者対象のサロンです。

北九州市社会福祉協議会が進めるサロン活動の方向性
そのような中、北九州市社会福祉協議会でも、ふれあいネットワーク活動を中心と
した校(地)区社会福祉協議会活動の発展的な活動である、「気軽に集まれる仲間づく
りの場」としてのサロン活動を進める中で、高齢者の生きがいづくりや健康づくりに
加え、居場所づくりにも取り組めるよう、重点的に支援したいと考えています。
支援の方向性の一つ目は、サロン本来の目的である地域住民相互の交流を深め、地
域の結びつきを深めていくことです。そして二つ目は、多様なサロン活動を展開する
ことにより、住民主体の小地域福祉活動をより活性化していくことです。
実際に、地域住民が交流するサロンが出発点となり、地域課題に取り組む多様な活
動に発展している例も増えています。このことは、小地域でのサロン活動を支援する
地域の関係機関・団体が、互いに協働し連携しネットワークをつくっていくことによ
って、地域全体の支え合いのしくみづくりにつなげていくことができることを示して
います。
校(地)区社会福祉協議会を中心としたサロン活動を出発点として、住民同士が支え
合い、あらゆる社会資源を活用して主体的に地域課題に取り組めるような体制づくり
を、それぞれの地域で推進していけるよう、市・区社協ともに積極的に支援していき
ます。
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１ 「サロン」ってどんなところ？ ～サロンの特徴～
各地で、いろいろなカタチの「サロン活動」が展開されています。
「サロン」とは、地域住民がつくる地域交流の場です。

１

地域交流の場：歩いて行ける地域交流の場！
サロンの一番大切なことは、地域に住む人たちの出会いの場、交流の場、仲間
づくりの場、居場所、であることです。だから、歩いて行ける範囲が基本、そこ
に住んでいる人たちが基本です。
住民同士、気軽に集える地域の交流の場をつくりましょう。

２

住民が主役：お客様はいません！
サロンは、住民が主役。つくるのも楽しむのも自分たちです。元気な人も元気
でない人も、社交的な人も人付き合いが苦手な人も、それぞれの思いや個性をお
互いに認め合いながら、居心地のよいサロンをつくりましょう。
強制や義務感では長続きしません。
「出来る人が出来ることを楽しみながら」が
ポイントです。

３

出入り自由：気軽さが身上です！
サロンの原則は《出入り自由》です。いつ来てもいつ帰ってもいいのです。参
加者が楽しめるようさまざまなプログラムが組まれていることもありますが、
“受
けなければならないサービス”ではありません。気軽さこそがサロンの身上です。

４

アイデア勝負：やりたいことをしましょう！
住民が主役ですから、自分たちがしたいこと
をしてよいのです。参加者と担い手同士で話し
合って、やりたいことが出てきたら、グループ
で、あるいはサロン全体で具体化してみるとよ
いでしょう。もちろん、“何もしない”“おしゃ
べりだけ”もＯＫです。
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２ いろいろなサロンが広がっています！ ～サロンの現状～
「サロン」の魅力は、参加者・運営方法など、その多様さにあります。

１

目的はさまざま
それぞれのサロンが、目的にそったつくり方をしており、どのようなかたちの
サロンがあってもよいのです。地域にいろいろなサロンがあって、自分にとって
居心地のよいサロンを選べる環境が理想です。

２

つくり方もさまざま
サロンの始まり方も多様です。意図的にサロンをつくっていくやり方もあれば、
誮か気になる人や中心となる人を核に、自然発生的にできていくやり方もありま
す。
すでに実践している活動の情報や、設置に向けた支援があれば、活動開始も運
営もよりスムーズにいくでしょう。活動者同士の情報交換も非常に有効です。そ
うした支援を得るためには、近くの区社協にご相談ください。

３

活動内容もさまざま
サロンの活動内容はさまざまです。参加者の状況や希望によって、バラエティに

富んだ活動が展開されています。
＜内容の例＞
おしゃべり、会食（調理）、健康体操、散歩、お花見、手芸、カラオケ・・・
囲碁、将棋、トランプ、ゲーム、児童との伝承遊び、読書会・・・

４

回数も場所もさまざま

サロンの開催回数も開催場所もさまざまです。回数でいえば、年数回程度から毎
日型まで、非常に幅広いのが現状です。地域や参加者・担い手の状況、目的などを
考慮して、それぞれのサロンで決めれば良いのですが、生活を支えるという点から
いえば、
“イベント（行事）”ではなく“日常”と呼べるくらいの開催頻度が望まれ
るところです。
会場についても、公民館、市民センターなどの公共の場所が多いですが、いこい
の家、空き店舗、公園、個人宅などいろいろ工夫されています。
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３ 「サロン」にはこんな効果が！ ～サロンの効果～
１

つながりづくり：ご近所さんを増やしましょう！

地域社会からの孤立は、自らの心と生活を荒廃させ、いろいろな社会問題を生み
出す原因になっています。例えば災害などの非常時では、人命救助といった初期対
応でもその後の生活の立て直しでも、近隣の関係が深いほど、短期間にスムーズに
進むことが知られています。
サロンは、ご近所さんと知り合える栺好の機会です。ぜひサロンを活用して、顔
の見えるご近所さんを増やしましょう。知り合いが増えると、おしゃべりしたり、
ちょっと出かける機会が増えたり、生活に楽しみができます。

２

心の健康維持：社会とつながりましょう！
孤立や孤独は、心の健康を蝕みます。
一方で、地域の中に自分の居場所、自分の役割があれば、心に張りがでます。生

涯現役、最後まで住民として地域社会のなかに居場所を見つけられるといいですね。
サロンは、社会につながる小さな窓です。社会との風通しをよくするために、
窓をいつも開けておきましょう。

３

体の健康維持：みんなでやれば続きます！

現代人の運動丌足が問題になっています。しかし、運動
のための運動というのは、なかなか長続きしません。楽しみや喜びが必要です。
そのひとつが“みんなで一緒に”ということです。サロンに出かけ定期的に体を
動かすことが日常のリズムになれば、健康維持につながります。また、多くのサロ
ンで健康チェックや保健指導なども行われていますが、そうした健康についての自
己管理の意識づけがなされることで、相乗効果が期待できます。

４

情報共有：知りたいことがわかります！

現代は情報化社会です。情報の海でおぼれそうになっている人もいれば、海の存
在自体を知らず、必要な情報が全く得られていない人もいます。情報を得るという
点でも個人栺差が広がり、それは生活の質に大きな影響を及ぼします。
しかも情報の多くは、その人の状況にあった加工が必要になります。また、どん
な情報が必要か、本人がわからない場合もあります。そうした場合に、サロンとい
う場は非常に有効です。いろいろな人がいますから、情報をもってきてくれたり、
解説したり加工したりしてくれます。本人が気づかないような隠れた情報ニーズを
みつけてくれることもあるのです。
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高齢者の日常生活に関する調査
「北九州市高齢者地域交流支援通所事業 利用者アンケート集計結果（平成 22 年 12 月実施）」

１

健康づくりに関する変化を教えてください

（１）自分自身で健康になったと思いますか
・健康になった
５２．２％（３２７人）
・変わらない
４４．４％（２７８人）
・健康でなくなった
３．４%（ ２１人）

（２）健康に対する意識の変化はありましたか
・意識するようになった ７８．３％（４９０人）
・変わらない
２０．０％（１２５人）
・意識していない
１．０％（
６人）
・無回答
０．８%（
５人）

3.4%

健康になった

44.4%

52.2%

変わらない
健康でなく
なった

0.8%

1.0%

意識するよ
うになった
変わらない

78.3%

弱くなった

20.0%

無回答

２

生活のなかでの変化を教えてください

（１）毎日の生活の中で変化はありましたか（複数回答可）
・笑う事が増えた
３５１人
・人との関わりが増えた ４３３人
・生活が楽しくなった
２６６人
・変わらない
７６人
・無回答
４人
（２）外出の回数に変化はありましたか
・回数が増えた
４７．１%（２９５人）
・変わらない
４６．０％（２８８人）
・回数が減った
６．５％（ ４１人）
・無回答
０．３％（
2 人）

6.5%

0.3%
47.1%

46.0%

0.8%

0.5%

31.9%

（５）地域の行事などに参加するようになりましたか
・参加する
５５．１％（３４５人）
・変わらない
３５．１％（２２０人）
・参加しない
９．３％（ ５８人）
・無回答
０．５％（
３人）
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使うよう
になった
変わらな
い
使わない

無回答

1.6%

1.0%

35.0%

（４）友人との会話に変化はありましたか
・会話が増えた
６２．５％（３９１人）
・変わらない
３５．０％（２１９人）
・会話が減った
１．６％（ １０人）
・無回答
１．０％（
６人）

変わらな
い
回数が
減った

66.8%

（３）身だしなみに気を使うようになりましたか
・使うようになった
６６．８％（４１８人）
・変わらない
３１．９％（２００人）
・使わなくなった
０．８％（
５人）
・無回答
０．５％（
３人）

回数が増
えた

62.5%

会話が増
えた
変わらな
い
会話が
減った

9.3% 0.5%

35.1%

参加する
変わらな
い

55.1%

参加しな
い
無回答

４ サロン運営の基礎知識 ～開設準備から運営までの流れ～
サロン活動にはいろいろな成り立ち、運営方法があり、決まった形があるわけでは
ありません。いろいろなサロン活動があるからこそおもしろいともいえます。
ただ、これから活動をはじめようとする場合、何から手をつけてよいかわからない
というのも心もとないものです。ここでは、サロン活動をはじめるにあたっての大ま
かな流れを示しますので参考にしてください。もちろん順序が入れ替わってもとばし
ても支障はありません。
※

いろいろな立場の人がいろいろな意見を出し合う校(地)区社協の連絡調整会議を活用
して検討するとよいでしょう。

①

地域の状況を知る
・地域に孤立しがちな人はいませんか
・地域でどのような集いの場がもとめられているのでしょうか。

②

中心メンバーを集める
・ひとりではじめるのは大変。担い手の中心となるメンバーを募りましょう。
・協力や支援をしてくれる人・組織を見つけましょう。

③

活動の基本的な考え方を決める
・中心メンバーでこれからはじめるサロン活動のイメージや基本となる考え方を
話し合います。
・開催費用についても事前に検討しましょう。

④

場所を確保する
・自分たちのサロン活動にあった会場を見つけましょう

⑤

参加を呼びかける
・来てほしい人に情報が届く方法を考えましょう。
・掲示板、回覧板、チラシづくりは楽しい雰囲気が伝わるように工夫して
・「あなたに来てほしい」という思いが伝わるように。
・強制は禁物。気軽に参加できる雰囲気づくりに気を配ること。

⑥

サロンを開く
・まずは開いてみましょう。いろいろな誯題はあっても、走りながら、そのとき
どきで解決していけばよいのです。もちろん、事前の準備は怠りなく。

⑦

運営のルールをつくる
・参加者と担い手が一緒になって、自分たちの望むサロンを運営していくための
基本的なルールを決めます。

⑧

運営に悩んだら
・市社協や区社協にご相談ください。
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①
■

地域の状況を知る
きっかけはいろいろ
活動に取り組むにはきっかけが必要です。
「知人の△△さんに誘われた」
「たま
たまボランティア講座に参加したら勧誘された」といったちょっとした動機でも
結構ですし、
「近所に気になるひとり暮らしの人がいる」
「地域で何かちょっとし
た活動をはじめたい」といった思いから自発的に取り組むことも大歓迎です。
サロンは、住民が主役となって気軽に取り組めることがセールスポイントの活
動ですので、ご近所同士で「みんなで集まって楽しもうよ」ということで十分な
のです。そのときに孤立しがちな人や、悩みを抱えているような気にかかる人た
ちにも声をかけ、参加してもらって、お互いに知り合っていく中で、地域での生
活がより豊かになればいいのです。

チェックしてみましょう！

■

あなたには、いくつ
あてはまりますか？
あなたの周りにも
こんな人はいませんか？

１

最近外出がおっくうになった

２

疲れるからあまり遠くには出かけられない

３

あまり人に会うチャンスがない

４

一日テレビをぼんやり見ていることが多い

５

気がつくと一言もしゃべらないまま夜になっていた

６

家族とはあまり会話がない

７

一人で食事をするのが味気ない

８

ご近所づきあいがあまりない

９

家族や友達がいなくなってぽっかり穴があいた気分

１０

地域の住民同士、仲間づくりをしたい

１１

寝たきりや認知症になりたくない

地域を知ることの大切さ
無理をせず目の届く範囲で、周りを見回してみましょう。地域の誯題がみえて
くると、活動をはじめる大切なきっかけになります。特に、現代社会は人と人と
の絆が薄れ、社会から孤立した状態から多くの深刻な問題が生じています。身近
なご近所の付き合いを深めるサロン活動は、そうした問題解決にも非常に効果的
だと考えられます。
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また、みえてきた地域の状況から、求められている、あるいは自分が取り組ん
でみたいサロンの姿もおぼろげながら見えてくるでしょう。誮でも一緒に楽しみ
ましょうというサロンもありますし、活動メニュー盛りだくさんのサロンがある
一方で、茶飲み話で終わるサロンもあります。
ひとりひとりの思いを大切にしつつ、まずは取り組んでみることが大切です。

②
■

中心メンバーを集める
仲間を募りましょう
いかに意欲に燃えていようとひとりでサロンは開けませんし、一緒に汗をかい
てくれるメンバーがいてくれたほうが、その後のサロン運営も順調に進みます。
知人やご近所に声をかけるもよし、民生委員・児童委員や自治会などに相談す
るもよし、区社協や市社協に相談してもよいでしょう。校区社協の広報紙やホー
ムページ、市民センターの協力などで、仲間を公募することもできますね。

■

協力や支援をしてくれる人や組織を見つけましょう
住民が主体となって取り組む活動ですが、会場や運営費、運営方法の相談は、
すでにサロン活動を行っている校区社協や民生委員・児童委員の他、自治会や老
人クラブなど、さまざまな人や組織に声をかけることで、多くの支援や協力が得
られることがあります。

③
■

活動の基本的な考え方を決める
サロン活動の基本方針やイメージを共有する
担い手の中心となるメンバーが集まったら、これからつくっていくサロンにつ
いて一緒に考え、基本的な方針やイメージを共有することが必要です。
サロンをはじめるにあたって事前に決めておいたほうがよいことに、おおよそ
次のような項目があります。ただしサロン活動が始まってから、改めて参加者と
担い手同士で話し合って運営方法を決めていくことが必要になりますので、この
時点では「大まかな方向性を押さえておく」ということにしておきましょう。
ア）参加者の範囲
イ）開催日（開催頻度）／開催時間
ウ）参加者の人数
エ）活動内容

・プログラムの有無、「有」の場合のプログラム内容

・食事の有無、
「有」の場合の準備方法
オ）参加費の有無、
「有」の場合の金額
（活動内容と収入のバランスを考える。費用をかけずに楽しむ工夫も大切）
カ）当座の役割分担
キ）１日、１月、１年間のスケジュール
ク）参加者の安全確保やプライバシー保護などについての方針
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■

開催費用について
サロンは費用をかけずに楽しむことが基本ですが、会場費やお茶代など、どうし
ても必要な経費もあり、それらは参加者の利用料や会費をあてることが基本です。
活動に必要な用具や機材の購入費、特別なプログラムのための経費、ボランティ
ア活動保険料、運営費の一部は、ふれあいネットワーク活動推進事業のメニュー事
業助成金も活用できます。
ただし、サロンは継続することが重要なので、無理してまで費用がかかるプログ
ラムや食事の提供などをする必要はありません。
【サロン運営にかかる主な経費】
①

会場にかかるもの

……会場借上費／光熱水費

② 飲食にかかわるもの……茶菓子代／食材購入費（食事を出す場合）
③

連絡にかかわるもの……印刷費／郵便代／電話代

④

研修にかかわるもの……研修費（ボランティア講座、サロン交流会等の参加費）

⑤

保険にかかわるもの……ボランティア活動保険などの保険料

⑥

その他

④

…………………消耗品費／備品代など

開催場所を確保する

■

歩いて来られる範囲が基本

サロンは、参加者が歩いて来られる範囲が基本です。遠いと出かけるのが億劫
になりますし、町内や自治会単位にあるとぐっと親しみやすい自分の居場所にな
ります。ただ、一つあるからいいというものではなく、いろいろな目的や参加対
象のサロンが多数あって、選ぶのに困るという状況であれば、参加しない（した
くない）人を減らすことができるでしょう。
現状では、費用の問題から市民センターや公民館などが多いのですが、団地の
集会所、いこいの家、小・中学校の空き教室、空き店舗、寺社、公園、個人宅な
どのほか、集えるところならばどこでもよいといえます。ただし、安全上の配慮
は最も求められるところであり、参加者が高齢者であれば、非常時のリスクマネ
ジメントも検討しておく必要があります。

⑤

参加を呼びかける

■

敷居をまたいでもらうためのひと工夫
サロンをはじめるためには、参加者に来てもらわなくてはなりません。一度、
サロンの敷居をまたいでその居心地のよさに気づけば、口コミで広がっていくこ
とでしょう。まずは、敷居をまたいでもらうためのひと工夫を考えましょう。
また、本人への働きかけではなく、その家族にもサロンを知ってもらい、参加
の後押しをしてもらえるよう、応援団になってもらうことが大切です。サロンを
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いつでもオープンにして、家族にも届きやすいように情報提供に努めたり、見に
来てもらえる機会をつくったりするとよいでしょう。

【参加の呼びかけ方法の例】
● 掲示板→市民センターその他の公共施設、町内会、郵便局や銀行、スーパー等
● 広報紙への掲載→区社協・校区社協の広報紙
● 回覧板→町内会
● チラシづくり

楽しい雰囲気が伝わるよう、イラストを使うなど表現を工夫する

● 事務的にではなく、個人名を明記した案内状を作り、「あなたに来てほしい」と
いう思いが伝わるようにする。

● 強制は厳禁。あくまで本人の意思を尊重して、お誘いする。気軽に参加できる雰
囲気作りに気を配ること。
● 一度断られたからとあきらめるのではなく、継続して呼びかけ「いつも気にかけ
ています」という思いが伝わるようにする。

⑥

サロンを開く

■

参加者の意思が一番大事

サロン活動に特別なプログラムが必要なわけではありません。介護予防・認知
症予防のプログラムを取り入れているサロンも数多くありますが、ただのんびり、
お茶を飲みながらおしゃべりを楽しみたいと参加者が希望するのであれば、それ
で十分というサロンもあります。
参加者が、具体的な活動プログラムを求めたり、気分転換をしたいという要望
があれば、参加者同士で相談すればよいでしょう。そうして決めた活動プログラ
ムであっても必ず全員が参加しなければならないといった硬直的な対応は避け
たいものです。また、参加者の気分や体調、天気によってその日の活動予定を変
更することになっても、それが参加者全員で決めたことであれば構わないでしょ
う。「気軽に」「楽しく」「無理なく」「自由に」がサロンの魅力ですから。
■

プログラムはみんなで楽しめるものを考える
きちんとしたスケジュールやプログラム進行に重きを置く必要はありません。
プログラムを設定する目的は、みんなで同じことを
したり、一つのことに取り組んだりして楽しむこと
にあります。みんなが楽しめるプログラムを考えま
しょう。
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【プログラムの例】
● 季節ごとの行事（花見会／七夕会／納涼祭／クリスマス会／忘年会／新年会など）

● 軽い体操や、ボランティアによるマッサージなどを取り入れたプログラム
● 健康維持や食生活改善についてのプログラム
● 手芸などの成果品のあるプログラム
● 簡単な季節の料理づくりと会食会

● 伝統技術の伝承や、高齢者と子どもの異世代交流
● 美容やファッションの教室など外出を楽しくするためのプログラム
● 交通事故や犯罪被害の防止などをめざしたプログラム

■

食事は大切なコミュニケーション
みんなで食事をするのは楽しみであり、食欲も増進します。特に参加者がひと
り暮らしの場合、楽しみだけでなく、食生活に関心を向けてもらう絶好の機会と
もなります。しかし、一部の担い手が全員の食事を準備するとなると、回数が多
くなるほど負担感が増します。その場合は、仕出し弁当の利用や、参加者が一品
ずつ持ち寄るパーティ方式、みんなで料理をつくる、などの方法を考えてもよい
でしょう。
また、例えば高齢者と保育所児童との会食会など、食事をコミュニケーション
ツールとして活用することは、お互いの距離を縮めるための効果的な方法です。

■

参加者の特技を活かす
サロンは参加者と担い手がともにつくっていく場なので、サロン運営にそれぞ
れの特技を活かすことができれば、楽しむだけでなく、精神的な張り合いにもな
ります。料理や手芸、パソコン操作、伝統芸能や昔遊びの伝承などのほか、自分
の人生を後輩たちに伝えるということも大切な役割です。

■

定期的な健康チェック
高齢者のいるサロンでは、定期的に健康管理のためのプログラムがあると、参
加者の生活の質の向上に非常に有効です。例えば、保健師や看護師による健康チ
ェック（血圧測定、健康相談）など。区社協や市社協に相談してみましょう。
また、参加者の希望に合わせて、健康や食事、相談活動などの専門家、マッサ
ージや理美容など専門的な技術をもったボランティア等を呼ぶことも考えられ
ます。

■

社会資源の積極的な活用
サロンは地域住民の交流の拠点であり、日常の困りごとが集まってくるところ
でもあります。その困りごとの予防や解決のために、積極的に地域の社会資源を
サロンに活用することを考えましょう。例えば全国的に社会問題となっている
「振り込め詐欺」や悪質商法被害の予防のために、警察や消費生活相談の専門機
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関に話をしにきてもらったり、前述したような食生活や健康に関するテーマで専
門家に関わってもらったりすることが考えられます。

⑦

運営のルールをつくる

■

参加者と担い手の総意でルールづくり
サロンの原則は、「みんなが主役」「参加者が担い手」です。しかし、参加者に

も担い手にも中心となる人は自然とでてくるものですし、そういう人物が必要な
場面もありますが、極力一部の参加者（担い手）だけで運営されることがないよ
うに気をつけます。常に参加者と担い手の全員に運営の誯題について投げかけて
いくこと、その意思を確認していくことによって、“自分たちのサロン”として
の愛着が湧き、主体的にかかわっていけるようになるでしょう。
参加者と担い手がよく話し合って。サロン運営のルールを決めておきましょう。
決定したことであっても確定ではなく、必要に応じて柔軟に見直していくように
します。その柔軟性が住民活動ならではの特性であり、活動を継続していく秘訣
でもあります。
【サロン運営のルールの例】
● 事前に決めておいたサロンの基本方針の内容（参加者の範囲／活動日（活動頻
度）／活動時間／参加費の有無／活動の内容／スケジュールなど）

● サロンの名前
● 参加者と担い手の役割分担
● リスクマネジメント（万一の事故に備える／緊急連絡先などの把握／避難誘導
方法の確認／ボランティア活動保険等への加入 ほか）
● プライバシーの保護（本人の承諾なしに個人情報を他者に漏らさないことの取
り決め）

■

役割を果たすことの大切さ
心身の状態や性栺、関心度などによって、参加者のサロン活動へのかかわり
の度合いが異なってくることは当然あります。また、サロンに参加し始めた時
期によっても、開設当初からかかわっている場合と、途中から参加の場合では、
かかわり方に差が出てくることもあるでしょう。
特に高齢者のサロンでは、参加者と担い手が分かれやすい傾向があります。
しかし、高齢であっても出来る範囲で役割を担っていくことが喜びとなり、生
活の張りにもなっていきます。サロンは小さな社会であり、その中で役割を果
たして行くことは社会参加の一歩ともなるのです。できるだけ多くの参加者が、
無理せず自分の役割を果たせるような配慮をしていきましょう。
また、よく聞く誯題のひとつに、後継者丌足があげられます。ひとりまたは
尐数の頼りがいのあるリーダーに任せていると、その他大勢の参加者（担い手）
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はついお任せ気分になります。リーダーは、それぞれの参加者（担い手）に役
割と充実感を感じてもらえるように工夫することが必要です。

⑧

運営に悩んだら

■

みんなが意見を言いやすい雰囲気づくりを
住民同士がつくっていく柔軟な場だからこそ、あらたまった反省会は必要あり
ませんが、よりよい活動につなげていくために、自由に意見を出し合える機会と
雰囲気づくりが求められます。
居心地よく、みんなが「また来よう」と思えるように、気になっていることや
困ったことを参加者も担い手も双方で出し合い、考え合う場をつくりましょう。

■

他のサロンとの情報交換、交流活動を
サロンは参加者の希望にそって運営されればいいのですが、ちょっと視野を広
げて、他のサロンがどのように運営されているかを知ることは、よい参考になり
ます。また、サロン同士が交流を深めることで、一つひとつのサロン単位ではで
きなかったことを合同で実施したり、関係者の輪が広がってサロン活動が充実す
るなど、活動の可能性が広がっていくことが期待できます。

■

悩んだら相談しましょう
誯題もなく、順調に運営されるという状況はなかなかないもので、小さな悩み
から大きな危機まで常に何らかの誯題が発生すると考えるべきでしょう。一部の
人が抱えて悩んでいては、誯題の解決はとおのくばかりです。まずは悩みをでき
るだけオープンにして、みんなでその解決策を考えていくようにしましょう。

【課題解決のステップ】
ステップ１

サロン内で考える
担い手だけで考えてすむ場合もあれば、参加者も含めて全員で課題を共
有化していくことが必要な場合もあります。考え方としては、“閉じる”
より“開く”で、悩みはみんなで考えていく方が解決への早道です。

ステップ２

ほかのサロン関係者に聞いてみる
ほかのサロン関係者と、運営方法等について情報交換したり、そこに投
げかけたりするのもよいでしょう。社協などの相談・支援機関にも気軽
に相談してください。

ステップ３

地域の多様な社会資源に働きかける
身近な仲間や相談機関でも解決できないときは、もう少し相談の範囲を
ひろげましょう。地域には専門的な知識・技術・資産をもつ多様な社会
資源があります。それらの専門組織・団体のほうでも、地域とどのよう
につながればよいか模索しているかもしれません。積極的に働きかけま
しょう。
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⑨

その他の留意点

■

リスクへの対応
サロンには、心身の機能が衰えた人や障害のある人も参加します。担い手側は
特に、事故の防止や丌測の事態が生じたときの対応について、平素から考えてお
く必要があります。

■

参加者のプライバシー保護
サロンは住民同士の交流の場であり、職務上の守秘義務やプライバシー保護が
求められているわけではありません。しかし、同じ地域住民としてお互いの信頼
関係を築いていきながら進める活動ですから、サロン内で知った個人的な情報を、
丌用意に外部に漏らすことは避けるべきです。ただ、支援を必要とする参加者が
いる場合は、本人の了解をとって、必要な関係機関に連絡することは必要です。
本人の了解を得られない緊急時は、支援が目的である場合には同様に考えてよい
でしょう。

■

ボランティア活動保険
どんなに気をつけていても、丌慮の事故が起きる場合があります。ボランティ
ア活動保険や行事用保険など、担い手も参加者もともに保険に入っていると安心
です。社協はボランティア活動保険等の受付窓口となっていますので、お気軽に
ご相談ください。

活動事例 1

「やすらぎクラブ・やなぎ歌唱クラブ」

－大里柳校区社会福祉協議会－

閉じこもりがちな高齢者同士、仲間づくりが出来れば
と始まったやすらぎクラブは、今年で１３年目を迎えま
す。月２回ご近所さんが集まって、賑やかにおしゃべり
しながら季節の小物作りを楽しんでいます。出来上がっ
た作品は、毎回大切に持ち帰りますが、年１回の区社協
主催のシルバー文化祭にも出展しています。
女性中心のこのサロンは第１・３水曜ですが、第２水
曜はコーラスを楽しむ歌唱クラブ、第４水曜はふれあい昼食会が行われていて、毎週１回
は公民館で地域の方が顔を合わせることになります。校区に住んでいる方なら誰でも歓迎
です。友達ができ、出かける機会が増えると、楽しみが増えはりあいも生まれます。ここ
に来ればいろいろな情報も入ってきます。サロンは、社会とつながる小さな窓なのです。
開催日／開催頻度
開催場所
１回の参加人数
参加費
運営協力
これまでの内容例

毎月第１・３水曜日 １３時３０分～１５時３０分
大里柳自治公民館
２０人前後（うち運営スタッフ５～７人）
１回１００～３００円（材料代実費）
福祉協力員、民生委員、校区社協役員
手芸、折り紙、茶話会、歌、ゲーム、お化粧、生け花、お花見
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活動事例２

「米町サロン」

－小倉中央校区米町社会福祉協議会－

米町は夜間になると住民が少なくなる、いわゆる都市の空洞化現象が進む地域です。買
い物や遊びの場は豊富にあっても住民が集う場が少ない中、高齢者同士、見守り見守られ
る関係が必要と考え、２年前から、気楽な気持ちで集まっておしゃべりする、「米町サロ
ン」を始めました。
落語や歌や踊り、保健師による健康チェックなどその日のテーマを楽しく共有して過ご
した後は、みんなで昼食。自分で持ってきてもいいしその日に注文することもできます。
そのほうが、お世話する人の負担も少ないし、参加す
る人もその日の都合で気軽に参加できるというわけ
です。午後も、おしゃべりや昔遊び、体操やゲームや
縫い物などを楽しみながら過ごします。
サロン以外の場所で出会っても、声をかけあうこと
が増え、地域全体が和やかになってきたそうです。
開催日／開催頻度
開催場所
１回の参加人数
参加費
運営協力
これまでの内容例

活動事例３

毎月第３月曜日 １１時００分～１４時００分
老人いこいの家、または小倉中央市民センター
１５～２５人（うち運営スタッフ６～８人）
昼食代（実費、持ち込みもできる）
福祉協力員、民生委員、
季節の歌、踊り、体操、落語、布巾やお手玉作り、お菓子作り、
昔遊び、小学生や幼稚園児との交流、保健師の健康チェックと講話

「東水町寿クラブ」

－湯川校区社会福祉協議会－

福祉協力員が見守り・訪問活動を行ってみると、一日中テレビと“にらめっこ”で、孤
立している高齢者がいかに多いかが分かりました。そんな中、「何か集まるところがあれ
ばいいね」ということで始まったサロン活動、今年で１０年目を迎えます。８０歳代後半
の方も多く、参加者の３分の１は男性です。共通の趣
味があるとお互いの距離を縮めますが、「男はやっぱ
り男が誘わんと！」といいます。
日頃から個人宅などで、さらに小グループでのサロ
ンも開かれているというだけあって、体操をする間も
終始親しげに声をかけ合い、笑い声が絶えません。
一人ひとりがみんな、このサロンの主役なのです。
開催日／開催頻度
開催場所
１回の参加人数
参加費
運営協力
これまでの内容例

毎月第２水曜日 １０時００分～１３時００分
水町集会所
３０～５０人（うち運営スタッフ１８人）
年５００円、その他必要に応じ実費負担あり
福祉協力員、民生委員、老人クラブ、町内会
茶話会、介護予防体操、健口体操、カラオケ、ビデオ鑑賞、町内美
化活動、日帰り旅行
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活動事例４

「高須東年長者のひろば～お話サロン～」

－高須地区社会福祉協議会－

平成１９年に社協の見守り活動の一環として、「閉じこもりがちな年長者をなんとかし
て地域の輪の中に」との思いで始まりました。年長者同士が集い、お茶とお菓子をいただ
きながら、おしゃべりや歌、ゲーム、体操、踊りなどを楽しんでいます。
毎回サロン終了後に運営スタッフが集まり、次回の内容を自由に話し合って決めていま
す。人と交わることで生きる姿勢や知恵、暮らしのアイデアなどを、参加者も運営スタッ
フも一緒に楽しみながら得られるように工夫してい
ます。
高須地区では他にも、市営団地集会所、公民館、
年長者いこいの家の計４箇所で、毎月サロン活動が
行われています。歩いて行ける身近な場所に気軽に
集えることで親しみやすさが増し、
「自分たちのサロ
ン」という愛着も湧き、活動が続いていくのです。
開催日／開催頻度
開催場所
１回の参加人数
参加費
運営協力
これまでの内容例

活動事例５

毎月第２月曜日 １３時００分～１５時００分
高頇市民センター和室
１５～２５人（うち運営スタッフ６～８人）
なし
社協役員、福祉協力員、民生委員児童委員、年長者クラブ、
市民センター職員
季節の歌、ハーモニカ、ダンス、体操、音読、漢字クイズ、折り紙、
クロスワードパズル、お茶会、救急救命法、かなカード組立ゲーム

「ふれあいいきいきサロン昼食会」

－尾倉第一地区社会福祉協議会－

７０歳から９０歳を超える方まで、毎月約５０人の年長者が集う昼食会、今年で３年目
を迎えます。地域の人がふれあう機会をつくろうと自治区会と地区社協が連携して、始め
ました。
おからやひじき、豆類など栄養バランスのよいものや、旬の食材を使った汁物や果物が
食卓を彩ります。また、なかなか一人分だけを買ってきたり作ったりすることのない、ス
イカやカレーライスなどは、一人暮らしの年長者に大変喜ばれていて、
「来月は○○を作
って」というリクエストもあります。数人で連れ立っ
て行き帰りをしたり、買い物途中など別の場所で出会
っても、声を掛け合う姿が増えました。
地域には、まだまだ閉じこもりがちな人や家族の介
護等で外出しにくい人がいる、そういう人こそ、月に
１回、心のこもった食事でもてなして、互いに見守り
見守られる関係を作っていきたいといいます。
開催日／開催頻度
開催場所
１回の参加人数
参加費
運営協力

毎月第３水曜日 １１時３０分～１３時００分
尾倉市民センター天神市民サブセンター
約５０人（うち運営スタッフ７人）
昼食代３５０円
社協役員、自治会役員、福祉協力員、民生委員児童委員、町会長

- 16 -

活動事例６

「ふれあい体操教室」

－八児地区社会福祉協議会－

高齢化率が５０％を超えるこの地域では、毎週約２時間の介護予防体操教室を行ってい
ます。５０名の参加者のうち、８０歳以上の方は１２名、平均年令は、７５．７歳です。
ゆったりとした音楽に合わせたストレッチに始まり、軽快な歌謡曲にのったウォーキング
やリズム体操、二人一組になっての腹筋運動と、みんなにこにこペースで、自分の体力に
合わせて体を動かします。
自由さ、気軽さに加え、「みんなでやる」のが、長続
きの秘訣です。男性８人を含む参加者は、「ほとんど口
コミで」集まりました。季節に合わせたお楽しみ行事も
魅力。月５００円の会費は、おそろいのＴシャツやちょ
っとしたお楽しみ行事の際の実費に充てます。
「もっと身近な地域で」との要望に応え、八児地区社
協では、５箇所の住民主体のサロンがあります。地域の仲間といつまでも自分らしく過ご
したい人たちが集まり、元気に体操を楽しんでいます。
開催日／開催頻度
開催場所
１回の参加人数
参加費
運営協力
これまでの内容の例

活動事例７

毎週月曜日 １０時００分～１２時００分
小嶺団地集会所
４０～５０人（うち運営スタッフ約１０人）
月５００円（おそろいのＴシャツ、お楽しみ行事の際の実費相当）
社協役員、福祉協力員、民生委員、自治会役員、ボランティア
ストレッチ体操、歌謡曲体操、口・のどのストレッチ、季節のお
楽しみ行事（宿泊、新年会、ひなまつり、土用うなぎ昼食会等）

「ふれあい昼食交流会」

－天籟寺地区社会福祉協議会－

保育所児童との交流がきっかけで、以来１０年近くも続いている昼食交流会。毎月約４
０人の年長者が集まり、おしゃべりや体操を楽しんだあと、一緒に昼食を食べながら、交
流を深めます。食中毒や熱中症予防等健康に関する話や季節の地域行事など、情報を伝え
る場でもあります。
また、年３回は小学生との交流行事。子どもたちと一緒に給食を食べて授業参観をする
こともあります。７月は、天籟寺小学校のふれあいルー
ムで、３年生の子どもたちが歌やダンスを披露してくれ
ました。続いて自己紹介。はじめは恥ずかしそうに年長
者に寄り添う子どもたちですが、あやとりやお手玉など
の昔遊びを楽しむうちに、少しずつ打ち解けて笑顔がこ
ぼれます。
世代間交流が進む天籟寺地区では、ウェルクラブ活動
にも熱心で、子どもたちに福祉の心が育まれています。
開催日／開催頻度
開催場所
１回の参加人数
参加費
運営協力

毎月１回 １０時３０分頃～１3 時００分頃
天籟寺小学校、または天籟寺市民センター
約４０人（うち運営スタッフ約１０人）
月２００～４００円（昼食代実費）
社協役員、福祉協力員、民生委員
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５ 高齢者地域交流支援通所事業（地域交流型デイサービス）
北九州市社会福祉協議会では、北九州市の委託を受け「高齢者地域交流支援通所事
業（地域交流型デイサービス）」を実施しています。
この事業は、市内に居住する在宅の高齢者に対し、できるだけ長く自立した生活が
できるように健康や生きがいづくりに役立つサービスを提供することによって、介護
予防・自立支援を図ることを目的としている事業です。
市内市民センターのうち、以下の５０箇所で実施しており、生きがい活動支援員を
中心に、さまざまなプログラムを取り入れて運営しています。
サロンの運営で困ったことがあれば、お近くの市民センターの、「生きがい活動指
導員」がお手伝いします。お問い合わせは北九州市社協福祉部地域福祉誯まで。
【内容の例】昼食会、健康チェック、各種レクリエーション、体操、手芸、工作、音楽等
【地域交流型デイサービス実施市民センター一覧】
区

門
司
区

小
倉
北
区

小
倉
南
区

実施市民ｾﾝﾀｰ

住

所

小森江西

矢筈町 5-42

清見

清見 3-1-1

白野江

白野江 2-13-1

錦町

清滝 3-5-5

萩ヶ丘

区

実施市民ｾﾝﾀｰ

住

所

赤崎

西小石町 8-2

高頇

高頇北 1-1-2

深町

深町 1-2-12

二島

東二島 2-7-3

大里戸ノ上 3-8-1

若松中央

浜町 1-1-2

松ヶ江北

大字畑 903 番地

枝光

日の出 1-5-11

丸山

長谷 1-14-28

枝光南

中央 3-9-5

足原

足原 2-8-3

尾倉

尾倉 1-15-2

足立

宇佐町 1-8-15

槻田

松尾町 19-1

寿山

大畠 3-10-2

前田

祇園 1-5-1

中島

昭和町 16-2

浅川

浅川日の峯 2-1-10

西小倉

大門 1-5-2

赤坂

星和町 28-26

今町

今町 3-19-2

本城

本城 1-15-1

清水

弁天町 6-5

青山

青山 2-1-3

南小倉

新高田 1-10-3

鳴水

東鳴水 2-4-16

井堀

井堀 3-15-2

池田

茶屋の原 1-6-3

長行

徳吉西 3-3-16

永犬丸

美原町 9-2

長尾

長行西 1-1-1

大原

上上津役 3-21-21

守恒

守恒 2-8-36

楠橋

馬場山緑 7-41

葛原

葛原本町 3-4-34

木屋瀬

大字野面 770 番地

曽根

中曽根 3-9-7

塔野

塔野 1-3-2

貫

西貫 1-11-1

浅生

浅生 2-13-7

東朽網

大字朽網 1215-1

大谷

東大谷 2-2-44

湯川

湯川 1-8-33

中原

中原東 2-2-35

若園

若園 4-1-50

牧山東

新川町 3-25

若
松
区

八
幡
東
区

八
幡
西
区

戸
畑
区

- 18 -

北九州市社会福祉協議会

福祉部地域福祉課・生活福祉課

〒804-0067 北九州市戸畑区汐井町 1 番 6 号 ウェルとばた 8 階
Tel 873-1296

Fax 873-1351 ホームページ http://www.kitaq-shakyo.or.jp/
各区社会福祉協議会

■ 門司区社会福祉協議会
門司区社協ボランティア・市民活動センター
■ 小倉北区区社会福祉協議会

Tel 331-3688 Fax 331-5994
Tel 322-2966 Fax 322-2967
Tel 571-5452 Fax 571-9553

小倉北区社協ボランティア・市民活動センター Tel 562-2051 Fax 562-2051
■ 小倉南区社会福祉協議会
小倉南区社協ボランティア・市民活動センター
■ 若松区社会福祉協議会
若松区社協ボランティア・市民活動センター
■ 八幡東区社会福祉協議会
八幡東区社協ボランティア・市民活動センター
■ 八幡西区社会福祉協議会
八幡西区社協ボランティア・市民活動センター

■ 戸畑区社会福祉協議会
戸畑区社協ボランティア・市民活動センター

Tel 951-5388 Fax 951-5391
Tel 951-5220 Fax 951-5391
Tel 761-3422 Fax 761-3660
Tel 761-2208 Fax 761-3660
Tel 681-6601 Fax 681-6013
Tel 662-0911 Fax 662-5671
Tel 642-5035 Fax 642-5035
Tel 642-0407 Fax 642-0407

Tel 871-3259 Fax 881-8557
Tel 881-8555 Fax 881-8557

このマークは、社会福祉および社会福祉協議会の「社」を図案化し、
「手をとりあって、明るいしあわせな社会を建設する姿」を表現し
ています（全国共通）
。

このキャラクターは、子どもたちの小地域福祉活動から生まれた社
会福祉協議会のマスコットです。プチボザウルスのプチボとは、プ
チ（小さな、ほんの少しの）ボランティア（福祉活動などに参加す
る人）の意味を持ち、
「みんなが安心して暮らせる支え合いのまちづ
くり」を進める社会福祉協議会の活動をイメージしています。

社会福祉協議会が進めるサロン活動の手引き～高齢者編～
発行日

平成 23 年７月発行
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