ふれあい・いきいきサロンは地域の誰もが気軽に参加できる地域の楽しい集いの場です

祝 ３０年！サロンの魅力と継続の秘訣
○
多摩市では、90 団体以上のサロンが活動しています！今年で活動 30 年目を迎える「月曜会」は、
市内で最初に立ち上がったサロンです。今回は、月曜会の皆さんにお話を伺いました。

サロンに参加してよかったことは？
サロンに来ると、みんなに会える。地域の情報
や介護保険等の情報も入る。知り合いができ、挨
拶する人が増えていく。いつも来る人が来ないと
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「大丈夫かな」と思いを馳せ、自分が入院をした
時には心配してくれる人がいる。
様々な場面で喜びを感じたり、人とのつながり
★月曜会★
日 時 第 1・3 月曜日
場 所 グリーンメゾン貝取-2 集会所
参加費 100 円

立ち上げのきっかけは？

を強く実感できたりすることが、サロンの魅力だ
と思います。

みなさんにとって「月曜会」とは？
誰かと会い、話すことで、元気に過ごすことが

30 年前、団地の広報紙を読んだ方から「訃報を

できる憩いの場所。「さあ、行くぞ！」と毎回楽し

通して同じ団地に住む方の存在を知るのはとても

みにしています。家の近くに素敵な場所があるこ

寂しい」との話があり、理事会主催で長寿を祝う

とがとても嬉しく、有難く思います。

会を開催しました。その時に「１回だけで終わっ
てしまうのは残念。集まる場を持ち続けよう」と
いうことになり、サロンが立ち上がりました。
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活動の中で大切にしていることは？
参加者が 4～5 人だけの時期があり、サロンを
やめようかという意見が出たことも。一度活動を
休止すると、新たに始めることも大変です。少人
数だからこそ深い話ができ、内容が濃くなると前
向きに捉え、継続してきました。
長続きのコツは「何もしない気軽さ」を大切に
していること。何かをしなければと思うとそれが
負担になる事があるかも、と、気軽にゆるいルー
ルだけで続けてきました。サロンはみんなで作り
上げていくということも大切にしています。

サロンを立ち上げる時に決めたルール
○参加したら 100 円を缶に入れる
○旗日（祝日）は開催しない
○宗教と政治の話はしない
○入院してもお見舞いには行かない
⇒代わりに退院したらお祝いをする
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ポイント

体操

体操をやっているサロンが

「ラジオ体操」「ＤＶＤを観ながら」「サロン

サロン数（H30.10.1 現在）
登録サロン 84
合計
連携サロン 5
支部
4
ラウンジ
2

茶話会
お茶菓子をつまみながら、
最近の出来事について等、
会話に花が咲きます！

95 団体になりました！！

▲愛宕第一住宅サロン

の参加者が先生となって」「講師の先生を招い
て」等
健康や介護予防のために体操をしているサロン
が増えています。
体操の方法もサロンによってやり方も内容もそ
れぞれです。皆で集まって体操をすることで継
続して楽しく実施することができています！

増えてきています…！

▼いきいきローズ

ポイント
「特別なことをしない」こと

▲たまりばらんど

も長く続けるコツですね！

三々五々の会▶

食を通した交流

近所 de 元気アップトレーニング（通称「近トレ」）
◂瓜生ランチ

▼京王一の宮サロン

「食事」があるところには、人が集
まります。
スタッフが全員分調理しているとこ
ろ、イベントに合わせてお弁当を注
文するところや外食するところ等。
カレーを作って提供しているサロン
も多いですね♪

趣味活動・手芸等
折り紙や手芸、トランプ、麻雀など
趣味活動を通して集まり、新たに学ん
だり、特技を活かした活動をし、交流
しています。

▼木曜サロン

ポイント
一緒に食事をすると話も盛り上が
り、ご飯もより一層おいしい！

豊ヶ丘 5-3 懇話会▶

共通の作業も盛り上がります♪

平成 30 年度から新たに開始となった「近所 de 元気アップトレーニング」
現在 19 団体が活動を取り入れています。
身近でできる介護予防として、介護予防リーダーやリハ
ビリ専門職などが多摩市版にまとめた体操を読本や DVD
を見ながら、
① 週に 1 回
② 5 人以上で集まって
③ 3 か月以上継続して
実施するものです。
地域のリハビリ専門職や、地域包括支援センター・社協
の職員が定期的にサポートします！また、サロン助成金
とは別に近トレ助成金で皆さんの活動を応援します。
ご興味のある方はお気軽にお問い合わせください♪

◂なごやか
健幸体操の会

サロン
まちの縁側▶

その他（ボランティアの方を招く等）
サロンに講師の方やボランティアの方を招いてイベントを開催！
ハンドマッサージの体験や、市職員や司法書士・交番の方を招いた
勉強会、また季節行事としてコンサートをするサロンもあります。

多摩市地域リハビリテーション
活動支援事業
タマボラくん

多摩ボランティア・市民活動支援センターを
通してボランティアの方の紹介をします！
また、出前講座の情報も提供できます♪
お気軽にご相談ください！

▲桜ヶ丘まちネット
にこにこサロン
▲愛宕村いどばた会

サロンにリハビリテーション専門職が出張し、体操指導や、介
護予防に関する講座を行ないます。（年 1 回程度）
多摩市の事業で、専門職の派遣に対して費用は無料です！
※近トレ実施サロンは対象外です。

サロンの運営も雰囲気もそれぞれのカラーがあります。
「楽しく」「無理せず」が活動継続の秘訣ですね！

新しいサロンの紹介
★サロンまちの縁側★

★すいすいサロン★

★なごやか健幸体操の会★

みんなで輪になって体操し、
第 4 週 参加者一人ひとりが主役となり、 近トレ及び口腔体操、ボールを使
は食事を提供しています。健康第一 体操をしています。その後のお楽し った体操等を実施しています。ま
に身体に良い食事を考え、皆さんの みがお喋りをすること。情報を持ち た、親睦のためコンサートや食事会
知恵を借りながら作っています。
寄って、交流を深めています。
等も行っています。
毎週木曜日 12 時～16 時
関戸河原クラブ（関戸 2 丁目）
100 円

毎週水曜日 10 時半～11 時半
永山団地東集会所（永山 3 丁目）
100 円

★落合 3-5 自治会

★はなみずき近トレクラブ★

★ふらっと東寺方★

毎回 15 人程度の方が参加して、近
トレとラジオ体操を行なっていま
す。体操後は井戸端会議が始まっ
て、ご近所同士の交流も深まってい
ます。

誰でもふらりと立ち寄れるように
と「ふらっと東寺方」と名付けまし
た。5 人からスタートし、近トレを
行っています。今では平均 12 人が
参加し、活動している部屋が狭くな
り、嬉しい悲鳴です。

毎週月曜日 10 時半～12 時
タウンハウス諏訪集会所
200 円/月額 (諏訪 3 丁目)

★ラウンジ永山★

毎週水曜日 14 時～16 時
東寺方
なし

★コスモ近トレ★

毎週火・木曜日 10 時～12 時
グリーンメゾン諏訪集会所
1000 円/年額 (諏訪 3 丁目)

コミュニティサロンあいあい★
東日本大震災の後、災害を地域で
乗り切るには顔見知りが大切と痛
感して立ち上げました。子ども向け
や季節行事も取り入れ、近トレでワ
イワイと足腰を鍛えています。
毎週木曜日 10 時～12 時
落合 3-5 集会所（落合 3 丁目）
なし
★瓜生元気アップトレーニング★

茶話会のほかに近所 de 元気アッ マンション住人の介護予防及び交 毎週月曜日に実施しています。参
プトレーニングや歌を取り入れな 流を深めるため、近トレ・脳トレを 加者の健康への関心は高く、筋力維
がら、ゆったりのんびり楽しい時間 中心に楽しく活動しています。
持と笑顔の会話は効果も大きいで
を過ごしています。
す。
毎週水曜日 10 時～11 時
毎週火曜日 14 時～16 時
コスモフォーラム多摩
毎週月曜日 10 時半～12 時
永山 4 丁目
コミュニティ棟(豊ヶ丘 3 丁目)
瓜生集会所（永山 6 丁目）
なし
なし
なし

赤い羽根共同募金にご協力お願いします！
赤い羽根共同募金は、地域で活動している福祉団体、施設の支援に役立てられます！
皆様のご協力をお願いいたします。
また、チャリティーお菓子を販売しています。500 円のクッキーセットの購入で、
その内 100 円が募金に充てられます。是非、サロンでのお茶菓子にご検討ください！
※詳細は同封のチラシをご覧ください

▽問合せ

(社福)多摩市社会福祉協議会 地域福祉推進課 まちづくり推進担当
多摩市関戸 4-72 ｳﾞｨｰﾀ・ｺﾐｭｰﾈ 7 階

TEL３７３-５６１６

多摩ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ・市民活動支援ｾﾝﾀｰ内

FAX3７３-６６２９

ふれあい・いきいきサロンの助成金やサロン保険は、
「歳末たすけあい運動」募金の一部と会員賛助金が財源として活用されています

