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はじめに 

 

 ある市の社会福祉協議会の依頼で講座に出向きました。その市では最近、次々と

新しいふれあいサロンが立ち上がったので、サロン連絡協議会を設立しました。そ

の発会式で講演をしてほしいという依頼です。サロンを運営している人たちは、と

にかく楽しいおしゃべりの場ができれば、と考えていて、「福祉」活動のいっかん

なのだという意識が薄いようなので、サロンと地域福祉活動の関わりについて話し

てほしいということでした。 

 話を始めてすぐに、「今日は反応が鈍いな」と感じました。「私たちは楽しくおし

ゃべりしているのに、なぜそこで福祉のことを考えなければならないのかわからな

い…」といった感じでした。 

「福祉」というのは、私たちの生活からかけ離れたものではなく、誰かに困ったこ

とが生じたとき、それを皆で協力し合って解決することです。サロンというのは、

要援護状態かそれに近い人が多く集まる場であるし、地域の世話焼きさんも加わっ

ているので、福祉をするのにとても好都合なのは間違いないのです。 

 こうしたサロンの利点を生かして、どうせなら小地域福祉を進めていったらどう

かと考えたところから、本書が生まれました。本書で述べられてあることをすべて

実行する必要はありません。できるところから取り組んでいったらどうでしょうか。 
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第１章 

サロンが福祉活動に向いている理由  
 

■サロンが盛んな地区はデイサービスの利用者が少ない 

今、なぜか「ふれあいサロン」がブームです。全国の市町村社会福祉協議会で、

いくつのサロンを立ち上げたか（または、立ち上げを支援したか）を競っています。 

サロンがブームになる理由は、ここでは問いません。それよりも、せっかく本気

でサロンを普及させようとしているのですから、これを「福祉」推進に生かすこと

はできないでしょうか。 

たしかに集まっておしゃべりし、お菓子をつまむだけでも、福祉効果はあるでし

ょう。後述するように、女性にとってのおしゃべりの効果はかなりのものです。 

全国各地でマップづくりをしていて、奇妙な事実に気付きました。次頁のマップ

をご覧ください。ある町内会の、点線から左が一丁目、右が二丁目です。一丁目の

ずっと左方向にデイサービスセンターがあって、そこを利用している人を調べたら、

大部分が一丁目の人でした。 

では、二丁目の人はなぜデイサービスを利用しないのか。二丁目ではあちこちで

サロンや井戸端会議が開かれていました。全部で５か所(★印)。右端が唯一個人宅

ではなく、商店でしたが、ここに来ている人に線を引いてみたら、やはりほとんど

が二丁目の人でした。一丁目ではこのようなサロンや井戸端会議が一か所も開かれ

ていなかったのです。 

 他の地区で同様にマップづくりをしていたら、その地区の多くの人が同じデイサ

ービスを利用していました。そこの所長がこう言っていたのを思い出しました。「う

ちは評判がいいんですよ。おかげで要介護度が下がったというのでもう来なくてい

いと言ったのに、それでも来たがるんです。なぜかって聞いたら『家に帰ってもつ

まらない』と言うんです」。 

 確かに調べてみたら、この地区には一か所もサロンが開かれておらず、趣味グル

ープもできていませんでした。事実「つまらない地区」だったわけです。だからデ

イサービスを利用する、ということでいいのかは疑問ですが、それは別として、サ

ロンが開かれていれば、デイサービスを利用する人は少なくなるのは事実のようで
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す。サロンがお楽しみの場になっているのですね。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■ただたくさんの人を集めればいいのか 

ふれあいサロンを開催するにあたり、一般的な関心事はおよそ以下の通りでしょ

う。 

 

① 人をたくさん集めること 

② 特に男性をどうやって誘うか 

③ 人気メニューの開発 

④ 継続 

⑤ スタッフの確保 

 

とにかくたくさんの人が集まって、盛大にとり行うことの方に関心が向いていま

す。もちろんこれ自体、別に非難される筋合いはまったくないのですが、これに関

心が集中しすぎると問題も生じます。 

 ある市では、全集落でサロンが開かれていて、しかもそれぞれの集落のサロンを

のぞくと、ほとんどの住民が参加しているといいます。これぞ究極のご近所サロン

というわけですが、裏でこんな陰口も聞かれます。「参加しなかったら村八分にさ

…デイサービス利用者 

…サロン・井戸端会議場 
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れちゃうからね」。 

 イベントとして盛大に、しかも公共性を帯びたもの―ということも主催者の意識

の中にはあります。ところが、まちにはもう一つのサロンがあります。特定の人の

自宅で、周りの人を呼び集めてのサロンです。こちらは公共的というよりは私的行

為の色合いが濃いし、だれでも歓迎というよりは、気の合う人だけが参加していま

す。 

あるまちでそんな私的な自宅開放型サロンを開いていたら、近くの公共施設で

「正式の」ふれあいサロンが開かれるようになったというので、中止してしまいま

した。別に遠慮することはないのですが、サロンというものはやはり公共施設でき

ちんとした組織体制でやるもの―という思いがあるものですから、そうなってしま

うのです。しかし、「福祉」という観点から見たら、はたしてどちらの方が意義が

深いのか、考えさせられます。 

 

■「ふれあいサロンならたくさん立ち上げている」 

ある市の社会福祉協議会が、どうやって小地域福祉システムを作ったらいいのか

わからないと悩んでいました。今はどんな事業をやっているのかと聞くと、ふれあ

いサロンを普及させているといいます。サロンなら、自慢できるほどの数を立ち上

げたと。ならば、そのサロンを生かして小地域福祉のシステムを作れますよとアド

バイスしました。 

ところで「福祉」とは何なのか。ふれあいサロンに福祉性を持たせるということ

は、具体的には困ったことを解決すること、困った人を救済すること―でしょう。

だからサロンに参加してくる人たちの福祉課題が、サロン参加を通して解決されれ

ばいいのです。別に参加しなくても、とにかくサロンが開催されている中で地域住

民の福祉課題が解決されていけば、サロンに福祉性が加わったと言っていいのです。 

そう考えたとき、ふれあいサロンというのは、福祉の営みをするのに向いている

ということが言えます。理由は以下の通りです。 
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① 地域によっては、町内のかなりの高齢者が集まって来る。 

② スタッフに世話焼きさんがまじっている。 

③ これが事実上のご近所福祉推進体制になる。 

④ 参加者の中にもミニ世話焼きさんと言うべき人がたくさんまじっている。 

⑤ 彼等を通して、地域の要援護者に関する情報が得られる。 

⑥ 要援護者も受け入れられており、事実上、介護予防の機能を果たしている。 

⑦ 彼等が定期的に集まるので、安否確認や健康チェックに役立つ。 

⑧ サロンを通して、福祉情報を住民に伝えることもできる。参加者を通して、地域

のすみずみにまで伝わりやすい。 

 

ふれあいサロンを生かした小地域福祉システムとはどのようなものなのか、どの

ように作ったらいいのかを、次にまとめてみました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

認知症の人を受け入れているサロン （長野県須坂市） 
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第２章 

サロン自体、既に福祉機能を果たしている 

 

■サロンを開催するだけでほぼ自動的に果たせる福祉機能とは 

 まず、ふれあいサロン自体がある程度、福祉機能を果たしていることは確かでし

ょう。サロンには一人暮らし高齢者が数多く参加しているし、その中には要援護者

者も混じっています。参加してもらうことで安否確認ができるし、健康状態も把握

できます。 

 そこで、サロンを開催する中で出来てしまう広義の福祉を、以下に１０項目並べ

てみます。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ふれあい 
サロンでの 
「福祉」 

健康状態を確認 

① 

ライフプラン作り 

⑨ 

福祉情報の提供 

⑧ 

生活習慣の 

③ 

新しい趣味 

④ 

充実した生活 

⑩ 

悩み事を把握 

② 

福祉学習の 

⑦ 

サロンに来ない日 

⑤ 

友だちづくり 

⑥ 

偏りを修正 

を提示 

の安全の守り方など 
をアドバイス 

場に 

へのアドバイス 
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➊そこで参加者の健康状態を確認できる。 

➋おしゃべりの中で相手の心配事、悩み事を聞き出すことができる。参加者から

すれば、福祉ニーズ発信の場所になっているのです。あるサロンでは、スタッフ一

人ひとりが隣り合った参加者のグチの中から福祉ニーズを選り分けて、それに対応

するようにしています。自分で対応できるもの、グループとして対応しなければな

らないもの、他のサロンやボランティアに手渡すもの、本人の隣人に依頼するもの、

と４種類に分けていました。サロンの反省会を開き、そこで今日はどんな福祉ニー

ズが発信されたかを出し合うのもいいでしょう。 

 ➌一人ひとりの生活習慣の偏りも発見できる。それをサロン会場で少しずつ修正

していくのもいいでしょう。 

➍無趣味の人には、新しい趣味を獲得させていくこともできる。生きがい対策で

もあるし、介護予防にもなります。 

➎サロンに来ない日にどうやって安全を守るか、ご近所の人とどのように関係を

持っていくか―そういったアドバイスもできる。 

➏サロンで友だちを作ることもできる。その人とご近所に戻って二次会を開く人

もいます。 

➐参加者が抱えている問題などから福祉学習のテーマを見つけることもできる。

サロンで雑談しながら福祉の学習もできるのです。 

➑サロンで新しい福祉サービスの情報も入手できる。地域包括支援センターなど

の関係者も、サロンを福祉情報提供の場に利用するといいでしょう。逆に福祉ニー

ズを発掘できる場としても使えます。 

➒ライフプランを立案するために知恵を出し合う場にもなる。人生のエンディン

グへ向けてのプランでもあります。 

➓この一カ月をどのように充実した生活にするかのアドバイスをする場でもあ

る。 
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第３章 

ご近所へ戻ってから助け合いを 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■一次会と二次会が連携すれば… 

 サロンで小地域福祉システムが作れる、と言えるには、ただサロンを開いている

だけではだめです。ポイントになるのは、サロンが終わったあとメンバーがそれぞ

れの「ご近所」に戻ってから、助け合いを始めるかどうかです。サロンで仲良しに

なった人たちで、たまたま同じご近所に住んでいる同士が、日常的に助け合いをし

ているケースがあります。 

 マップをご覧ください。一つのご近所にこれだけのメンバーが住んでいて、さら

に小さなご近所ごとに、小世話焼きを中心にふれあい、助け合っています。しかも

その助け合いの輪に、サロンのメンバーでない人も加えていることがわかります。 

 一次会と二次会が連携すれば、以下のようなことが可能になります。 

 ➊ご近所での助け合いで解決できない問題を、本サロンに持ち寄り、それをサロ

ンのスタッフたちで解決したとすれば、小地域福祉システムらしきものが生まれた

と言っていいのではないでしょうか。 

➋場合によっては、サロンスタッフが「ご近所」の二次会へ顔を出すこともある

でしょう。そうやって各ご近所での（二次会を中軸とした）助け合いの支援をすれ

ば、システムとして確固としたものになっていくはずです。 

➌サロンにはたいてい民生委員がスタッフとして参加しているでしょうし、社会

福祉協議会やその他の関係者も顔を出しているから、彼等がサロンでの福祉活動を
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支援できます。   

➍本サロンの段階で解決できない福祉ニーズは、彼等を通して、さらに地区や市

町の圏域にまで吸い上げられていきます。 

➎逆に福祉情報がこのルートを通して、ご近所の末端にまで伝達されていきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

■サロンメンバーたちで支え合いマップづくりを 

 このシステムをサロンに導入するために支え合いマップを作ってみるといいで

しょう。サロン会場に拡大した住宅地図を持ち込み、次のことを調べてみるのです。

マップづくりの解説書は本研究所のホームページからダウンロードできます。 

 

① メンバー（スタッフも参加者も）は、どこに住んでいるのか。（印をつける） 

② メンバー同士、普段どのように行き来しているか。（線で結ぶ） 

③ メンバーのだれかの家に寄り集まって、ミニサロンや井戸端会議を開いていない

か。 

④ それらの関係の中で、困ったとき助け合っているものは？ 

⑤ 本サロンに来ないが、二次会（ミニサロンや井戸端会議）に参加している人は？ 

⑥ これらの人たちで要援護（要介護）状態にある人は？ 

⑦ その要援護者にメンバーのだれが、どのように関わっているか。 

⑧ メンバー外の要援護者にも、メンバーのだれかが関わっているか。 

⑨ ご近所（二次会）の 助け合いで解決されない問題を、本サロンに上げたケース

はあるか？ 

⑩ 本サロンのスタッフ（リーダー格）が二次会（ミニサロンや井戸端会議）まで出

かけたことはあるか。そこで出たニーズに関わったことがあるか。 

本サロン 
民生委員 

包括センター 
社会福祉協議会 

未解決の問題 

活動支援 

ご近所サロン 
二次会 

未解決の問題 

助け合いの支援 

➊ 

福祉情報 
➎－１ 

福祉情報 
➎－２ 

➍ 

➋ ➌ 



 11 

■一次会と二次会は質的に異なる 

ところで、本サロンと二次会（ないしは地域の各所にできているミニサロンや井

戸端会議）には、どのような違いがあるのでしょうか。両者は、以下のように様々

な面で対照的です。 

ここでは、本サロンをハレ型サロン、二次会（ないしはミニサロンや井戸端会議）

をケ型サロンと呼ぶことにします。祭りなど非日常的な世界（の営み）を「ハレ」

と言い、その反対の日常的な世界を「ケ」と呼ぶので、これを「サロン」に適用し

てみたのです。本サロンは非日常型、二次会や井戸端会議は日常型です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ハレ型サロン ケ型サロン 

（本サロン） （二次会） 

①本音か建前か 悩みは出さぬ 悩みを吐露 

②場所は 公共的な場所 私的な場所 

③自発性は 誘われて 自発的 

④主役は ボランティア 自分たち 

⑤人数は １５～３０人 ４～５人 

⑥決まりは 規約を作る 決めない 

⑦相性は 無関係 大切 

⑧開催頻度は 月に１～２回 ほぼ毎日 

⑨内容は イベント中心 ただのおしゃべり 
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第４章 

サロンをニーズの集約拠点に 

 

■どのようにニーズを集約？ 

本サロンは、地域内の福祉ニーズを集約する拠点にもすることができるのです。 

 次頁の図をご覧ください。どのようにしてニーズを集約するのか。 

① サロンの参加者（の中の要援護者）がそこでニーズを発信する。 

② サロンのメンバー（スタッフでも参加者でも）が地域で個人的に関わっている要

援護者のニーズを、サロンに持ち込む。 

③ スタッフが二次会を開いて、そこでニーズを掘り起こす。 

④ 他のサロンや井戸端会議に所属していて、そこで発掘したニーズを持ち寄る。 

⑤ ケアマネジャーなど、福祉機関がサロンへ「枠外」ニーズを提示。 

これで本サロンは地域で発信されている福祉ニーズを集約する場となるのです。 
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■どのようにニーズに対応する？ 

ただニーズを集約するだけでは困ります。それらのニーズをしっかり受け止めて、

解決へ導いていかねばなりません。そうしたニーズ対応が容易にできるための対策

も講じる必要があります。 

９ページに１つのヒントがあります。サロンの参加者から発信された福祉ニーズ

を、それぞれのニーズごとに、最適の担い手に手渡そうと振り分けている人のこと

です。振り分け方は以下の通りです。 

 

 

 

 

本サロン 
➌ 

サロンメンバー 

➊ 

（要援護者） 

要援護者 

他のサロン 二次会からの 
ニーズ 

要援護者 本人のニーズ 
を持ち込み 

➍ 

サロン 
メンバー 

福祉機関 

活動対象者 

枠外のニーズを 
提示 

メンバーが地域で関わっている 

対象者のニーズを持ち込み 

➋ ➎ 

ニーズ集約のいろいろ 
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① 私でもできることは私が担当する。 

② 本人のご近所の人がやった方がいいものはそちらへ振る。 

③ サロンで担えるものはサロンとして引き受ける。 

④ 他のボランティアグループがやった方がいいものはそちらへお願いする。 

 

これを具体的に示すなら、次のようになります。当事者のニーズの振り分け先は、

本当はこれだけたくさんあるのです。ちょっと面倒なようですが、実際にニーズに

直面したとき、一応これだけの選択肢があることを頭に入れておけば便利なことは

間違いありません。 

 

 

 

当事者 家族 
向う 

町内 ご近所 地区 市町村 三軒 

サロン 

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ 

［ニーズの振り分け先一覧］ 
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■サロン型小地域福祉推進体制の構成メンバーは？ 

では、「振り分け」の作業に加わる人―要するにサロンを生かした小地域福祉推

進体制の構成メンバーですが、次の通りとなります。 

この体制が機能するには、これらの人たちがサロンに日常的に参加していること

が望まれます。ニーズが発掘されれば、そこにいるメンバーだけで即座に振り分け

作業をする必要があります。ニーズというものは「生もの」で、日々、刻々と変化

しているので、「毎月定例会の時に」などとこちらの都合で振り分け日を決めるわ

けにはいかないのです。 

■自分で助け手を発掘するよう仕向ける 

①当事者の自立努力 

■同じ問題を抱えた仲間と助け合い 

①サロン仲間（一人暮らし同士） 

②ご近所で同じ一人暮らし同士 

③老人クラブの一人暮らし同士 

■家族のネットワークで 

②家族 

■介護者の会等で助け合い 

■主体的に支援者をご近所から発掘 

■当事者と親しい人に依頼 

③向う三軒 

■世話焼きさんに依頼 

■ご近所福祉推進組織（できていれば） 

④ご近所 

■福祉協力員などのボランティア（行政委嘱ボランティア等） 

■当事者の趣味等の仲間 

■世話焼きさんのネットワークに依頼 

■町内の福祉推進組織（できていれば） 

⑤町内 

■民生委員 

■地区社会福祉協議会等の小地域福祉組織 

⑥地区 

■住民組織（婦人会、ＪＡ、老人クラブ等）の地区組織 

■公私の保健福祉機関 

⑦市町村 

■行政の各部署 

■住民組織の中央組織 

■ボランティア団体や連絡組織 
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〔サロンによる福祉推進体制とその実践のポイント〕 

① 小地域福祉推進組織のメンバーも参加すること 

② 地域包括支援センターなど福祉機関も参加すること 

③ 「振り分け」作業は、ニーズ発掘と同時に開始すること 

④ メンバーの全員がそろわなくても、スピードを大事に 

⑤ サロンの反省会は毎回開催し、ニーズ探しを 

⑥ ニーズ探しの資質のある人を発掘し、活用する 

⑦ 「振り分け」先は、ニーズにきちんと対応する（行動力のある）人材とする 

 

■やっぱり「福祉は人なり」だった 

このシステムが本当に機能するかどうかは、「体制」の問題というよりは「人」

の問題と言った方がいいかもしれません。ここが「福祉」の難しさだと言えます。 

 福祉とは、困っている人の問題を解決していくことです。その問題が当事者によ

って発信されても、それに気付かなければ仕方がないし、ニーズに気付いたら、そ

の問題を解決するのに最もふさわしい人を探し出し、手渡していかねばなりません。 

サロンでメンバーの困り事によく気付く人はだれか、その人が本サロンにそのニ

ーズを持ち込んだとき、それをしっかりと受け止めることのできるスタッフはだれ

か、本サロンに顔を出す関係者で難問を引き取って解決しようという意欲と能力を

持っている人はだれか―シビアに評価していく必要があるのです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

サロン型 

メンバー 

小地域福祉 

推進体制 

サロン 
リーダー 

町内福祉 
推進組織 

民生委員 

地区組織 社会福祉 
協議会 

地域包括 
支援センター 
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第５章 

サロンに要援護者を受け入れてみる 

 

■サロンは元気な人のお楽しみの場か 

 今のサロンであまり困り事が出されず、助け合いが始まりにくいのは、だれもが

ここには元気で、問題を抱えていない人が来るものだと思い込んでいること、また

サロンの当初の趣旨がそうであることがあります。たとえ困り事があったとしても、

ここではそれは言わない、とにかく楽しくすごすこと―と割り切っているのです。 

 助け合いが始まるには、このサロンに要介護者などの要援護者を受け入れるのが

一番効果的です。その人をだれかが迎えに行かなければならないし、車に乗せてあ

げなければなりません。サロン会場でもだれかが介助する必要がありますし、サロ

ンの場以外の日常生活の面でも介助なり、不便事の解決なりをしてあげる必要があ

ります。結果として自然に、福祉活動が始まるのです。 

 そこでまず、要援護者が受け入れられているか―そうだとすればメンバーがその

人をどのようにサポートをしているかを調べてみるといいでしょう。そのノウハウ

がサロン運営全体に活用できるのです。逆に受け入れられていないとしたら、今後、

どのようにしたら受け入れられるかを考えてみるといいでしょう。 

 

■カギを握るのはケアマネジャーか？ 

 一般的に言って、要援護者がサロンに受け入れられるのに必要な要件は、以下の

通りです。少なくともこの中の１つか２つは、該当すべきです。 

 

① サロンのスタッフが受け入れに熱意がある。 

② サロンのメンバーの一部が「ぜひ」と言っている。 

③ 要援護者の家族も、参加を容認。 

④ 要援護者本人が「参加したい」。 

⑤ 要援護者が入所（利用）している施設が理解がある。 

⑥ 要援護者に関われる人（ケアマネジャー等）が熱心。 
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うまくいっているケースをみると、おおむね⑥が該当するようです。①と②につ

いては、普通、自分たちのサロンに要援護者が加わることを想定していないし、③

家族は遠慮する場合が多いし、④本人も同様です。⑤が熱心だというケースはまず

ないですし、そうなると残るのは⑥ということになるのでしょう。ケアプランを作

るだけでいいと思っている場合は論外ですが、枠外のニーズにも応えてあげようと

考えているケアマネジャーなら可能性があります。 

上の写真は、長野県須坂市のあるサロンに、要介護者が「ヘルパー付き」で参加

している風景です。担当のケアマネジャーが、サロンリーダーに働きかけて実現し

ました。そのケアマネジャーが「入れてあげてね」とお願いしたのが４人の要介護

者だったこともあり、サロンリーダーは初めは驚き、躊躇しました。最近は要介護

者といえば、家の中にこもっているか、デイサービスを利用するか、老人ホームに

入所しているので、一般の人が姿を見ることさえ、少なくなってしまっています。

「自分たちの手から離れた」と思っている要介護者が４人も参加してくることにな

ったら、驚くのも無理はないでしょう。 

しかし、このサロンは４人とも受け入れることにしました。マップにあるように、

１人は自分の足で来ました。１人はケアマネジャーが連れて来て、１人はヘルパー

が同道、１人は参加者が連れて来るということで、当日はケアマネジャーも運営全

体に協力します。３年後に様子を聞いた時も、４人はそのままサロンに参加してい

ました。やはりプロの協力があるから、サロンのリーダーたちも「大船に乗った気

分」でいられるのでしょう。 

要援護者をサロンに迎え入れて、その人の福祉ニーズを解決してあげることも大

ヘルパーが

ヘルパーが支える （長野県須坂市） 

 

ふれあい
サロンＢＢ ＡＡＣＣ

ＤＤ

本人が来た ヘルパーが同道

参加者が
同道
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事ですが、それ以前に、サロンに迎え入れること自体にも大きな意味があります。

例えばあなたが、特別養護老人ホームに入所したとします。もちろんホームの中に

もサロンや様々な趣味グループができているでしょう。その輪に入るのもいいです

が、地域社会のふれあいの輪にも入っていきたいという願いも捨て難いはずです。

施設の外へ出て、地域のサロンや趣味グループに所属することで「まだ社会とつな

がっている」という実感が得られるのです。 

人によっては、そういうことはもう諦めているかもしれません。だから「地域の

サロンに入らない？」と誘われても断ってしまいます。でも誰かに思いきり背中を

叩かれるなり、強引に手を引っ張られて一度サロンに顔を出せば、それで気持ちが

百八十度変わってくるのです。 

 

■自然発生型サロンでは自然な受け入れが可能に 

それにしても、サロンという場に意図的に要援護者を迎え入れるというのも、何

か不自然だという考えもあるかもしれません。受け入れるのがもっと自然で、無理

のないあり方というのはないものでしょうか。 

ある町で、毎日のように「市」が開かれています。住民が各自持ち寄った野菜な

どを並べ、それを同じ地区の住民が買いに来ます。そこに毎日のように、１人の認

知症の人が、老人ホームを抜け出してやって来ます。ベンチで市の主催者や買い物

に来た人たちがお茶を飲みながら歓談しているその輪に入って来るのだそうです。

それを皆、あたたかく迎え入れていました。認知症ではないのですが、九十歳をこ

えてだいぶ弱ってきた女性もまたスタッフの仲間になっていて、会計などの当番も

受け持っています。その人に介助人を付けているようです。 

このような交流の中で、「サロンに要援護者を受け入れた」といった意識は誰に

もありません。受け入れられた方も、そのような意識はありません。こういう形が

最も「自然」なのかもしれません。サロンのあり方自体が自然であれば、受け入れ

ることも不自然でなくなってくるのです。 
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第６章 

さまざまな場にサロンを仕掛ける 
 

■サロンを手段として福祉を実践、という手法 

 サロン自体が持っている福祉的な要素を生かして、さまざまな場に「サロン」を

仕掛けることで福祉活動にしていくあり方が実験的に取り組まれています。サロン

に福祉的要素を加えようというのでなく、逆に「サロン」というものを手段として

「福祉」を実行しようというものであり、目的は当初から福祉なのです。ここで８

項目ほど紹介してあります。 

 ➊は、引きこもりの人向けの押しかけサロン。奇妙に思われるかもしれませんが、

サロンに顔を出したがらない男性宅へ３～４人で押しかけて、そこでサロンを開い

てしまうという方法が、意外に成功しているのです。誘っても来ないけど、押しか

ければ受け入れる―ということがあるのです。といっても、男性本人がそのサロン

の輪に入るわけではなく、脇で話を聞いているだけなのですが、それでいいらしい

のです。 

 ➋は、要援護者主催のサロン。地域でよく行われていることですが、一人暮らし

の高齢者が自宅に数名の高齢者を招き寄せて日常的にサロンを開いているのです。

そこで自分のニーズも充足させて（助けてもらって）います。または、外部から働

きかけて意図的に要介護者にサロンを開かせてしまうという方法もあります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

川崎市「すずの会」の問題解決型サロン。 

それぞれのサロンが要援護者を受け入れている 

● ・・・要援護者 
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川崎市の介護ボランティアグループ「すずの会」（リーダーは鈴木恵子さん）が

地域包括支援センターから引き取ったケースでは、当事者のＫ子さんは要介護度３。

ご主人は８０歳でガンが発見されました。ケアマネジャーは、Ｋ子さんだけでも施

設に入所させないと２人とも倒れてしまうと説得しましたが、２人とも拒否しまし

た。そこで鈴木さんは２人の意向を尊重し「在宅」を条件としてサポートしようと

決めました。 

そのやり方がユニークで、Ｋ子さん宅でふれあいサロンを開き、そのホスト役を

Ｋ子さんに担ってもらおうというのです。そのサロンに「すずの会」のメンバーも、

本サロン 

➊ 

➋ 

➌ 

➍ 

➎ 

➏ 

➐ 

➑ 

押しかけサロン 

要援護者主催の 
サロン 

要介護者宅で 
サロン 

認知症対応の 
サロン 

災害対応サロン 

問題解決型サロン 

オープンな毎日型 
サロン 

要介護者大歓迎型 
（ミニデイ） 

引きこもりの人の家へ 

押しかけて開催 

本人をホスト役に仕立てる 

一人暮らし老人宅でも 

介護者の 

ストレス対策 

徘徊先でサロン 

災害時要援護者と 

支援者が日常サロン 

ご近所で問題が 

生じたとき開催 

毎日開催。 

誰でも歓迎 

要介護者のケアを 

中心としたサロン 
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ご近所の人も参加しましたが、「ご近所」の人の中にはＴ子さんがいました。Ｔ子

さんはうつ状態で、最近鈴木さんが関わることになった１人です。 

ここでも鈴木さんは、ユニークな手を思いつきました。Ｔ子さんに、Ｋ子さんの

サロンのお手伝いをお願いしたのです。しかもＫ子さんには、Ｔ子さんの状態を打

ち明け、それとなく面倒を見てくれるようにお願いしました。つまりＫ子さんとＴ

子さんの双方が、自分が相手を「ケア」していると思っているのです。その結果、

両者に福祉効果があらわれました。Ｋ子さんの体調があまりに改善されたので、Ｋ

子さんの担当医が「いったいＫ子さんに何をしたのか？」と鈴木さんを問いただし

たという程です。 

 ➌自宅で親などを介護している人はなかなか外出できず、だからこそストレスも

たまります。そこで、介護者が介護している枕元に押しかけて、そこでサロンを開

き、ついでに趣味活動もしてしまうというケースもあります。そこで作ったものを

販売し、収入を得ている人もいます。 

 

 

 

 

 

 

 ➍認知症の人が徘徊中、気に入りの店で多くの時間を過ごすケースがよくありま

す。そこで、認知症の人を加えたサロンが開かれています。 

 群馬県のある町の商店街を毎日、認知症の女性が「散歩」しているというので行

ってみたら、女性はその通りのいくつかの店を訪れていました。ほぼ毎日のように

立ち寄る店が４店ありましたが、中でも「井上履物店」では、毎日、半日以上を過

ごしていることがわかりました。 

 

 

 

 

 

右手前が鈴木恵子さん。奥正面が K 子さん 

右端が井上さん 
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 店に入ると、奥の方にサロンが開けるように炬燵がセットされていて、私が訪問

した時も、４～５人の近所の高齢者がサロンを開いていました。このサロンに、認

知症の女性も加わるのだそうです。 

 店主の井上さんは、彼女のために毎日、昼食用のお弁当を作ってあげていました。

それ以外にも、「財布がなくなった」と言えば探しに行ってあげます。まわりの人

に誤解されていると聞くと、「どうかご理解を」をと、認知症であることを説明に

行きます。この店で開かれるサロンに参加することが、女性にとっては、安らぎの

一つになっているようでした。 

 ➎阪神淡路大震災を教訓に、災害時要援護者支援制度が広がっています。災害時

に被災しそうな要援護者一人ひとりについて、ご近所で親しい人を２～３人見つけ

て、いざという時に助けてもらうようお願いしておくという制度です。しかし「支

援者」に指名されたものの、いざ災害が起きた時に気が動転し、そのことを忘れて

しまうといったこともあり得ます。そこで、普段から要援護者と支援者が日常的に

交流しておく必要がある、ということになったのですが、ここでもサロンが役に立

ちました。日常的に両者がサロンを開いておしゃべりをしていれば、いざという時

に、意識しなくても自分の担当の要援護者宅に駆けつけるはずなのです。 

 ➏先程も紹介した神奈川県川崎市・宮前区で活躍する介護ボランティアグループ

「すずの会」が、主としてメンバー宅でご近所サロン「ダイヤモンドクラブ」を開

いています。といっても、いわゆるおしゃべりを目的としたサロンではなく、普段

から交流しておくことで、そのご近所で何か問題が生じたときに助け合えるようし

ようという、問題解決型サロンなのです。あるご近所で「ゴミ屋敷」の問題が持ち

上がった時も、何とかしなくてはとご近所の人が集まり、当事者である住民を時間

をかけて説得しながら、「ゴミの山」を解消することに成功しました。 

 ➐長野県須坂市で、変わったサロンが開かれています。毎日開放していて、どな

たでも歓迎という、完全に開かれたサロンです。中では、いくつかのグループに分

かれていて、こっちではおしゃべり、あっちでは折り紙と思い思いのお楽しみに興

じています。フラッと入ってきた人は、その中の好みの輪に入っていきます。悩み

事をもらす人もいて、ちゃんと相談にも乗っています。ほとんど「福祉センター」

的な機能を持っているのです。 

 ➑はずばり、要介護者を集めての住民型デイサービス（ミニデイ）というサロン
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です。 

  

■サロン自体が小地域福祉センターに 

以上のように、「サロン」という手法を使いながら、それぞれに福祉的な機能が

盛り込まれています。これらのさまざまな手法を駆使して、地域の各所でサロンを

展開していけば、サロン自体が小地域福祉推進のセンターとも言えるのではないで

しょうか。 

 大事なのは、とにかく自分たちが主催するサロンに地域中の人が集まってくるこ

とを期待してはいけない、ということです。人々は、３０人も集まった場で自分の

悩みを吐露することはありません。相性の合う者でできたささやかな井戸端会議こ

そが、福祉ニーズを発信する場なのです。 

としたらサロンスタッフは、地域の各所で、それぞれの人の多様なサロンニーズ

に応えていくことが求められていると言えます。サロンを開きながら小地域福祉を

推進していくためには、これまでの方針を大きく転換する必要があるでしょう。 

福祉とは、「困った人を救ってなんぼ」です。サロンスタッフはサロンを開きな

がら、メンバーがさりげなく発信している福祉ニーズに素早く反応できる資質を持

たねばならないのです。 

 

 

終章 

サロン活動のすべてに福祉を盛り込む 
 

■サロンは果たして福祉か？ 

 福祉関係者と話していて気になることが一つあります。ふれあいサロンや交流集

会などのイベントを実施していても、「自分はこのイベントで間違いなく福祉を実

践しているのだ！」という自負があまりない点です。 

福祉ニーズへの対応を特定の事業とかシステム、イベントに組み立て、それを実

行し始めた時、私たちはその本来の目的を忘れがちになるのです。そのイベントを

開催すること自体が目的にすり替わってしまう危険があるのです。 
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住民が日常生活の中で福祉に取り組んでいるさまを分析してみると、彼等はイベ

ントとかシステムなどにはしたがりません。一人暮らし高齢者があまり豊かな生活

をしていないなと分かると、福祉関係者やＮＰＯは食事会を開いたり、配食サービ

スという事業に組み立てますが、住民はあくまで特定のＡさんへのごはんやおかず

のおすそわけといった一対一の私的な営み以上には踏み出しません。 

 ある県の社会福祉協議会主催の支え合いマップづくりセミナーで、「実演型」の

研修を行いました。特定のご近所をマップづくりの舞台に選び、そのご近所に住む

住民４～５人と一緒に私がマップづくりの実演をするのです。その経過を逐一、フ

ロアでグループ作業の体勢にある受講者に伝えて、私のものと同じマップを作って

もらいます。 

この作業が終わると、そのご近所の福祉課題を抽出し、かつその課題を解決する

ためにどんなことに取り組んだらいいのか、企画（アイデア）を１０項目ほど並べ

てもらいます。それをグループごとに発表し合うのがセミナー後半のメイン・イベ

ントです。 
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■出るのはイベント企画のみ 

その企画（アイデア）で出されたものを点検していくと、「～教室の開催」「高齢

者と子どもの交流集会の開催」「ふれあいサロンの開催」といったイベントばかり

であることに気付きました。それを見ていて、本当に「福祉」を意図しながら構想

したのか疑問に思い、こんな提案をしてみました。 

 福祉とは具体的にはこういうことをすることだというのを、４つの項目に整理す

るのです。まず「安全の確保」。次いで「困り事の解決」。３つ目に「介護」。この

中には軽度者の介護予防や生活支援、介護家族への支援、施設入所者の地域参加と

いったものも含まれます。４つ目は「豊かな生活」。要介護になっても、豊かに生

きたいという欲求に応えるということです。 

そこで、受講者が例えば「ふれあいサロンの開催」と言う時、具体的にはこの中

のどれを実践しようというのか、と聞いていくと、受講者はみんな自信がなさそう

で、「高齢者と子どもの交流集会」はこの中のどれをめざしているのかと尋ねると、

どれにも当てはまらないという答えでした。「ふれあいサロン」についても同様の

反応だったのです。 

 よく考えれば、この中のどれかに該当するはずなのですが、あらためて聞かれる

と返答に窮してしまうということは、普段、イベント開催などの事業自体が目的化

してしまい、それによって「福祉」を実践しているのだという自覚が薄くなってい

るように感じられるのです。 

 

■福祉の全部をやっていた！ 

では、福祉を意図しながら実践するとどうなるのか。セミナーに「実演型マップ

づくり」のモデルとして来ていただいた人たちが、サロングループをつくっていま

した。数種類の体操をしたり食事をしたり、その他のお楽しみごとを、月４回実践

していました。彼等にこのテーマをストレートにぶつけてみました―「あなたのグ

ループは、この図のどれを福祉として実践しているのか？」（左ページの図）。 

 驚くべきことに、この図のほとんどの部分を「サロン」の中で実践していたので

す。「安全の確保」では、欠席者は必ずその旨を連絡してもらうことにしていると

いうので、そこで安否確認ができます。また「困り事の解決」では、参加者の悩み

事を出し合う時間を設け、リーダーたちがそれに親身に応じているのだと。 
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「介護予防」では、体操をはじめとして、このサロン活動全体が該当します。この

サロンには認知症の人も受け入れており、要介護者の豊かな生活を支援しているこ

とになります。またそうすることで、介護者に「休憩」を提供することにもなって

いるのだと（介護者の支援）。さらにこのグループは、地元の福祉施設を訪問し、

そこで入所者を交えたサロンを開催していました。 

 これを図にしてみると、要するにサロン開催を通して、福祉という営みのほとん

どの領域に取り組んでいたのです。 

 サロン開催でこれだけ多彩な「福祉」を実施していることにも感心させられます

が、それ以上に、こちらの質問にスラスラと即応できるのに驚かされました。福祉

関係者以上に、サロン開催の中でも「自分たちは『福祉』を実践している」という

自覚を強く持っていたのです。私たちが目指すべきは、こういうサロングループな

のです。 

 

 

                                                                                                            


