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コロナに負けるな！ 



  

サロンは、すぐにできあがるものではありません。 

小さな階段を一歩一歩登るように、 

少しずつ開催を目指しましょう！ 

次のページから、サロンを始めるにあたってのポイントや 

内容を決める際に参考となる情報を掲載しています。 

♪ 

♪ 

ひとりで頑張りすぎず、 

みなさんの協力を得て進めましょう！ 

①仲間を集めよう！ 

④当日の準備！ 

②自治会等で相談！ 

③内容を考えよう！ 

ＧＯＡＬ 

さあ、みんなで楽しもう！ 

■仲間を集めましょう！ 

（ １５ ページ） 

■参加者を集めましょう！ 

（ １６ ページ） 

■プログラムを考えましょう！ 

（ １７ ページ） 

■運営方法を検討しましょう！ 

（ １８ ページ） 
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仲間を集めましょう！ 

サロンを始めようと思ってもひとりではなかなかできません。 

自治会内の方に「こんなことをしたいんだけど…」 

と声をかけてみましょう。 

◎例えば・・・ 

自治会全体の事を知っている      →自治会 

サロン対象者が加入していることが多い →老人会（クラブ） 

日ごろから見守り活動をしている    →民生委員・児童委員さん 

食や健康づくりに詳しい        →健康推進員さん 

地域の井戸端会議仲間         →近所の○○さん  など 

ここがポイント！ 
「自治会内でサロンの必要性を感じてもらえない」、「私一人が頑張らないといけない雰囲気」 

「仲間が見つからない」、そんな時は、周りを上手に巻き込む工夫をしましょう。 

世間話や自治会行事の合間にサロンについて話をしたり、自治会の中に協力してもらえそうな人が

いないか探して、協力者を集めることが大切です。また、サロン運営をお手伝いする生活支援コー

ディネーター（長浜市社会福祉協議会）にも困りごとなど、いつでもご相談ください。 

立ち上げのきっかけは民生委員・児童委

員の方でしたが、やっているうちに、「そ

れくらいなら」と手伝ってくれる人が増

えてきました。 

一人の人に負担がかからな

いように、代表者は毎年交

代しています。 

【 役割分担の例 】  

 
周知 

・チラシを配布 

・対象者に声掛け 
民生委員 

施設管理 
・会館の施錠管理 

・自治会広報に掲載 
自治会長 

声かけ 
・出欠の確認 

・当日の声掛け 
ボランティア 

当日進行 
・参加の確認   ・お茶菓子の用意  

・体操の映像準備 ・ゲームの紹介 
ボランティア 
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どなたでも参加できます。 

しかし、対象者が多い場合や内容によっては、参加対象を決めているサロンもあります。 

どんな場所にしたいのか、場の目的等を考え、参加者を考えましょう。 

特に対象は決めていませんが、65

歳以上の人には、必ずチラシを配布

するようにしています。 

クリスマス会や夏祭りをする時

には、多く人に参加してもらえる

ように、子ども会や自治会に声を

かけています。 

ここがポイント！ 
～参加を呼びかける時に～ 

■直接顔を見て話をすることで、「あなたに来てほしい」という思いが伝わり、参加につながります。 

例えば…①サロンの案内チラシ、②出欠の確認、③終了後の報告チラシ、３回訪問することで顔を

合わす機会を増やしているサロンもあります。 

■「参加者を増やしたい」、「この人には来てほしい」という思いが強くても、強制的に誘ってはいけ

ません。「行きたくない」と言われた時には、「いつでもどうぞ」という雰囲気を伝えましょう。時

間ができた時や余裕ができた時の「行ってみよう」という思いを待つことも大切です。 

【メリット】 

・年齢層に応じた内容ができる。 

・同世代が集まっているため、共通の話題が多

く話がはずむ。 

・参加の呼びかけがしやすい。 

 

【デメリット】 

・対象外の人の居場所が別に必要になる。 

【メリット】 

・子どもから高齢者まで地域の誰もが参加でき

るため、世代間の交流になる。 

・自治会の中に知り合いが増えることで、地域

全体で見守りの関係ができる。 

 

【デメリット】 

・内容を決めるのが難しい。 

・内容によって参加者数に差が出る。 

限定型（例えば、70歳以上の方対象）    非限定型（誰でも参加できる） 

 

２ 参加者を決めましょう！ 

参加者 



 

  

特に決まりはありません。 

みなさんで話しあい、みなさんの希望に合ったサロンを目指しましょう。 

ここがポイント！ 
サロンを長く続けるポイントは 

「無理をしない」…他では○○をしているから、うちもやらないと！と周りのサロンと比べない。 

「頑張り過ぎない」…１回のサロンに内容を詰め込み過ぎない。 

「抱え込まない」…一人でしようとしない。スタッフと参加者と関係を分けてしまわない。 

つ ま り 、 で き る 範 囲 の こ と を み ん な で 考 え る 居 心 地 の 良 い サ ロ ン が 理 想で す 。 

特定のプログラムは決めない自由なサロン

です。好きな時に好きなことをします。同じ場

につどうことを目的としたサロンです。 

例） 

・ぬり絵をしている人もいれば、将棋をして

いる人もいれば、おしゃべりをしている人

もいるようなサロン。 

活動内容を決め、集団で活動するサロンで

す。みんなで同じことを行います。 

例） 

・健康チェック（血圧測定） 

・体操（CD、DVDに合わせて） 

・作品づくり（折り紙、工作、手芸） 

・調理（昼食、おやつ作り） 

・ゲーム（ボーリング、カードゲーム） 

・勉強会（社協、市などの出前講座） 

・イベント（花見、祭、クリスマス会） 

・お楽しみ（演奏や大道芸などのボランティ

アさんに依頼）   など 

自由型 プログラム型 

「自由に過ごす」＋「みんなで同じことをする」、自由型とプログラム型を合わせたサロンです。 

例） 

 ・始めに１時間みんなで体操をして、その後は自由に過ごします。帰る時間も自由です。 

 ・月に 2回サロンをしていて、1回目は体操とゲーム、２回目はいくつかのゲームを借りて好きな

もので楽しみます。 

ハイブリッド型 

来たい時に来て、したくないことはしな

いで見ているだけでもいい、自由をモット

ーに活動しています。参加者も「気楽やわ

～」と話されています。（自由型） 

家ではなかなか出来ない体操です

が、みんなでするからこそ続けられま

す。始めは少ししんどかったけれど、

もう慣れて、今は健康維持のために頑

張っています。（プログラム型） 

プログラムを考えましょう！ ３ 



 

 

 

 

  

参加する人が集まりやすく、気楽に過ごせる場所にしましょう。 

開催場所 

参加費を集める、市や社会福祉協議会の助成金を活用するなど、 

必要に合わせて、みんなで資金調達について検討しましょう。 

運営資金 

サロンによって週１回から月１回など回数は様々です。 

暑夏や積雪等の天候などの理由によって回数に変動はあるかと思いますが、 

定期的に顔を合わせることが見守りやつながりづくりに効果的であることから、

年間１０回程度開催が目安となります。 

開催頻度 

ここがポイント！ 
サロンをするにあたって心がけることは・・・ 

■無理せず、楽しく気軽に、参加者の声を大切にした内容にする 

■「みんなのサロン」という意識を大切にする 

■サロンで「人の悪口」などは言わない 

■サロンで得たプライバシーに関わることは他言しない 

■地域のみんなにサロンを知ってもらう 

■参加者にもできることがあれば積極的に協力してもらう 

■「おもてなし」のし過ぎには注意する 

参加するみんなにとって安心して楽しく過ごせる場所とするために大切なことですね。 

年に２回くらいは公園で花見

をしたり、紅葉を見に行った

り、お出かけをしています。 

自治会館は冷暖房、食器など設備が整って

いて、持ち込む準備物も少なくて済みます。

住民のよりどころとして建てられている共

有の建物なので遠慮なく使用できます。 

お茶菓子やレクリエーションに

必要なものは助成金で購入して

います。必要に応じて参加費を集

めることもあります。 

お茶菓子代として一人100円払

っています。無料は気をつかう

けれども、少しでも払っている

ことで、気兼ねなく楽しめます。 

「月に１回集まるくらいが丁

度良い」とみんなで話し合って

決めました。 

体も心も健康でいるために、

毎週１回集まってみんなで

体操したあと、わいわいおし

ゃべりしています。 

  

  

 

運営方法（必要なことがら）を検討しましょう！ ４ 



 

  
あるサロンのサロン開催までの流れ 【Aサロン】 

Ａサロンの特徴 

■曜日を決めて、日時を固定しているため、予定が立てやすい。 

→ 他の予定と調整しやすく、介護サービスを受けている人は、サロンに参加したいため、 

サービスの曜日を変更するという声もある。 

 

■日程を忘れないようにちらしを配布している。 

→ ちらし配布時に顔を合わすことができるので、サロン外でも見守り活動ができる。 

 

■当日は、机やイスの準備を整えて、参加者を迎え入れている。 

→ 参加者の負担が少なく、初めて参加する人も加わりやすい。 

相談、確認すること 

・日程  ○月△日（毎月第１月曜日） 

・時間  10:00～12:00 

・場所  □□自治会館 

・内容  みんなでお茶を飲みながらおしゃべりをして、社協から 

ゲームを借りてきてみんなで楽しむ。 

      →どんなゲームがあるのか確認のため、社協へ 

      →空き状況の確認し、申込書の提出をする 

→予約完了！  （別ページ参照）        

周知               

・ちらしを作成 

 →ちらしを作り対象者にスタッフで分担し、配布 

 

・買い物  お茶菓子の用意 

・ゲームを借りる  ゲームを社協へ借りに行く 

 

・会館のカギを開ける 

・机やイスを用意する 

・サロンの進行 

・後片付け 

・次回の日程案内 

・会館のカギを閉める 

      

１ヶ月前 

当日 

数日前 

次回に 

向けて 

【Aサロン】 

月１回、10:00～12:00の２時間、自治会でサロンをしています。 

スタッフ３名で計画をしています。 

 

http://3.bp.blogspot.com/-b2LBFMK0EA8/VZ-TiXYFBTI/AAAAAAAAvRU/m6jPFqZQZdE/s800/obasan01_laugh.png


 

 
あるサロンのサロン開催までの流れ 【Bサロン】 

Ｂサロンの特徴 

■毎回昼食をとってみんなで、交流している。 

→ 食事をとると自然と会話が弾む。また、お弁当のため、作る手間が無くスタッフの負担も少

ない。 

 

■ちらしを作成し、回覧している。 

→ 回覧のため、手元に残らず、忘れてしまう可能性がある。 

→ サロンに参加していない人もサロンを知るきっかけになり、自治会での理解が深まる。 

 

【Bサロン】 

月１回、10:00～13:00の３時間、自治会でサロンをしています。 

スタッフ５名で計画をしています。 

相談、確認すること 

・日程  ○月△日（毎月第３金曜日） 

・時間  10:00～13:00 

・場所  □□自治会館 

・内容  出前講座で１時間話を聞いて、その後みんなで DVDを 

見ながら体操をする。買ってきたお弁当とスタッフで 

作ったお味噌汁を食べる。 

→出前講座（別ページ参照）の予約をする 

→お弁当の注文をする 

周知 

・ちらしを作成 

 →回覧板を使い、全住民にサロンを知ってもらえるように案内をする 

 

・買い物  お茶菓子、昼食 

 

・会館のカギを開ける 

・スタッフは昼食の準備をして、来た人から机やイスの用意をする。 

・DVDのセット、昼食の用意 

・机やイスは全員で後片付け 

・次回の日程案内 

・会館のカギを閉め 

１ヶ月前 

当日 

数日前 

次回に 

向けて 

 



 

  

ボランティアさんに来てもらいたいときは？ 

長浜市内にはたくさんのボランティアさんがおられます。誕生日会やクリスマス会な

ど行事を盛り上げたい時、何かいつもと違うことをしたい時など、サロンの内容の一つ

として、お楽しみにいかがでしょうか。長浜市社会福祉協議会では、サロンをされてい

るみなさんとボランティア活動をされているみなさんを繋ぐ役割をしています。 

ご不明な点やご依頼の際は、 

長浜市社会福祉協議会 TEL：0749－62－1804 までお問合せくだ

さい。 

長浜市内のボランティア一覧は 

各センターの窓口にありますので、 

ご依頼の際にご活用ください。 

【ボランティア依頼までの流れ】 
 

■ 長浜市社会福祉協議会までご連絡ください。 

 

 

 

■ どんなボランティアを希望されているのかなど、詳細をお伝えください。 

・日程    ・内容    ・参加人数 

・時間    ・場所            など 

※例えば、「○○グループに」、「△△関係の誰か」などをお伝えください。 

 

 

 

■ 希望に沿ったボランティアさんに連絡し、後日お返事いたします。 

 

 

 

■ その後詳しい内容については、直接ボランティアさんと打ち合わせをお願いします。 

 



 

  

サロンを開催する時に、いざという時のことを考えると心配・不安になること

はありませんか。サロンを安心して開催するために、ボランティア行事用保険が

あります。例えば、「サロン中にケガをしてしまった。」、「サロンで食べた食事が

原因で食中毒になった。」、「会館に行く途中で交通事故にあった。」などという時

に備える保険です。保険料の一例として、Aプランの A１行事の場合は１日 28

円×人数で加入できます。保険料や加入方法、補償などについてはボランティア

行事用保険のパンフレットが社会福祉協議会各センター窓口にあります。詳細に

ついては、窓口または電話にてお気軽にお問合せください。 

安心して活動するために・・・ 

ボランティア行事用保険 を活用しませんか？ 



 

 

手続き方法 

提 出 先：長浜市社会福祉協議会 各センター 

：事業計画書、予算書、請求書 

長浜市社会福祉協議会 【サロン助成金】 

市内の自治会程度の小地域で、サロンを開催する団体 

（ボランティア・自治会・福祉委員会等） 

 

 

１年目～３年目 ３０，０００円 

４年目以降   １０，０００円 

 

 

１年目    ５回以上 

２年目以降 １０回程度 

 

 

１年目   ４月１日から１１月３０日 

２年目以降 ５月３１日まで 

 

 

■会議費      打ち合わせに使う場合のお茶代 

■印刷製本費    チラシ配布等の印刷代 

■消耗品費     印刷の用紙代、案内チラシ用紙、はさみ、 

のり、紙、ビンゴの景品等 

■通信運搬費    切手代 

■食糧費      お茶菓子、お弁当、食材等 

■材料費      手芸、工作などの材料 

■謝礼金      体操指導、講演等開催のお礼 

■光熱水費     灯油、ガスボンベなど 

■備品費      座イスなど、消耗品に入れられない物 

■会場等借り上げ料 会場の使用に発生した金額 

 

対象団体 

 

助成額 

 

助成対象回数 

 

助成申請期間 

 

助成項目 

 

サロンに関係する助成金は、「長浜市社会福祉協議会」「長浜市」

「各地区にある○○地区社会福祉協議会（福祉の会）」から出され

ている３種類があります。 

※地区社協（福祉の会）からの助成金は地区によって、取り組み

をしていないところもあります。 

助成金情報 

※助成金情報は、 

令和２年度３月現在の内容です。 

予告なく変更する場合がありますので、 

詳しくは社会福祉協議会まで確認ください。 

ふれあいサロン支援事業 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

配布物や交換ノートを通して交流の機会を持つ 

サロンの合言葉は 

楽しく 気軽に 無理なく 自由に！

 

間違い探しや脳トレ、塗り絵などの資料をサ

ロンメンバーへ定期的に配布し、自宅で取り

組んでもらいます。答えは後日、改めて自治

会館へ取りに来てもらうことで少しでも外

に出るきっかけづくりになります。 

 

交換ノートで交流。書く内容は何でも OK!近

況や「元気！」の一言でもいい。写真や絵、

川柳、俳句、お孫さんの絵、気になった新聞

記事、何を書いても OK!サロンだけの大切な

「何でもノート」。書きたくない人は書かな

くてもいいです。でも、全員に回してくださ

いね！ 

自宅で自粛ばかりしていては 

＊フレイルが心配です。天気が良

い日には外で密を避け、グランド

ゴルフやラジオ体操で軽く汗を

流しませんか。自治会の有線放送

を使えば、集まりの場所へ行けな

い人も自宅で取り組むことがで

きます。 

人気のボッチャも、ブルーシート

を敷いて行えば屋外でもプレー

できます！ 

 

屋外活動 

（グランドゴルフ・ラジオ体操・ウオーキングなど） 

今できる新しい形のサロンを考えてみよう！ 

＊フレイルとは 

健康な状態と要介護状態の中間に位置し身体的・認知機能低下が見られる状態のことを指しますが、

適切な治療や予防を行うことで要介護状態に進まずにすむ可能性があります。 

交換ノート
セット 

プレゼント 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

文化祭展示作品（クラフト）を自宅で作る 

自宅で長浜市のホームページから「ながはまきゃんせ

体操」の動画をみながら体操を行いませんか。市と社

会福祉協議会がすすめています、オンラインサロンも

ありますよ。 

＊Wi-Fi環境下での参加をおすすめします。 

 

スマートフォンアプリ「LINE（ライン）」からグルー

プ通話に挑戦！スマートフォンは苦手…という方も

こんな時だからこそ、挑戦してみませんか。 

 

連絡網を作成し、順番に電話での近況確認をしてみま

しょう。顔が見えるビデオ通話も楽しいですね。 

  

材料と作り方をサロ

ンメンバーへ配布

し、自宅でそれぞれ

に作業を行います。

わからないところは

近所の人どうしで相

談しあい、後日展示

し、地域の方にも見

ていただくと張りが

出ますね。得意分野

がある方はそちらも

取り組んでいただ

き、ぜひ展示してく

ださい！ 

オンラインサロンに挑戦！ 



 

 

 

  
ひきこもり防止を目的に、自治会館まで出かけてき

てもらいましょう！ 

「○月○日は 10:00～12：00まで自治会館を開けて

います。おしゃべりに出かけてきてください。」おや

つのおまけ付きがあると嬉しいですね！ 

多世代交流サロン 

みんなが参加者サロン！ 

ちょっと自治会館まで「きゃんせ！」サロン（３０分サロン） 

サロンを当番制にして、今までのサロン

の運営方法を少し見直してみませんか。 

全員が参加者となってグループに分か

れ、担当する月のメニューをそれぞれに

考えます。内容は何でも OK!自分たちのや

ってみたいことをどんどん形にしてみま

しょう。 

今月は体操、来月は紙芝居、その翌月は

脳トレ、出前講座を受けてみたいな…（出

前講座の相談は社会福祉協議会までお問

合せください。） 

 

子どもさんから高齢者まで、地域の方みん

なで一緒に自治会館の花壇を花いっぱい

にしませんか。 

花が咲いたら外でお花見会。あいている畑

があれば、さつま芋の苗を植えて、秋には

焼き芋パーティー。お腹も心も満たされそ

うです。 



 

広域サロン、ミニサロンをはじめてみませんか 

運動、趣味活動、学び、茶話会…気の合う仲間と一緒にみなさんのやってみたいサ

ロンを形にしてみませんか。 
 

自治会の枠を越えて、誰でも参加

できるサロンで健康づくりを始

めませんか。内容は体操、茶話会、

たまには出前講座で勉強会など、

興味・関心のある活動にどんどん

挑戦してください！ 

まずは○人程度の参加者を集め

ることから始めてみましょう。 

ご相談は 

長浜市社協  

生活支援コーディネーター

まで！ 

3人集まったらできる、趣味の活動

やおしゃべりを楽しむ「ミニサロン」

を開催してみませんか。気の合った

近所の人と編み物したいな。麻雀も

いいなあ。おしゃべりしたいな。 

ミニサロン立ち上げを応援します！ 

興味・関心のある方はぜひお問い合

わせください。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

お問合せ 

長浜市社会福祉協議会 

TEL 0749－62－1804 

サロンの形は一つではありません。 

会えなくても情報を発信していただき、 

自宅にいてもつながりを切らない方法を 

一緒に探していきましょう！ 

 


