
身近な場所で、地域の仲間と、自分らしい健康づくり

住民主体の
介護予防サロン

昭和区西部いきいき支援センターがすすめる

マスコットキャラクター
 こころん

シニアが楽しく通って元気になる
サロンで仲間ができると安心

名古屋市昭和区西部いきいき支援センター

みなさまの「サロンづくり」を応援します。

サロン何でも

例 え ば 、こ ん な 相 談 ご とに お 答 えします 。

高齢者のみなさまがいつまでも住み慣れた地域で安心して生活できるよう、保健師、社会
福祉士、主任介護支援専門員などの専門職がチームとなって、健康・福祉・介護など
さまざまな面から高齢者のみなさまを支える機関です。

編集・発行　名古屋市昭和区西部いきいき支援センター　平成29年3月
（社会福祉法人名古屋市社会福祉協議会）

名古屋市昭和区西部いきいき支援センター分室名古屋市昭和区西部いきいき支援センター

名古屋市昭和区社会福祉協議会

●家の近くで開催されているサロンはあるの？
●定期的に通える場所がほしい
●趣味を続けられるサロンはないの？

サロンに参加したい…
●運営スタッフとしてボランティアがしたい
●会場や物品の提供をしたい
●企業・法人として社会貢献をしたい

サロンに協力したい…

●どんな準備や物品が必要なの？
●サロンの会場が見つからない
●運営スタッフ・協力者を募集したい
●サロンを運営するための助成や
　資金づくりについて知りたい

サロンを開設したい…
●活動がマンネリ化してきたので、
　何か良いプログラムはないか？
●参加者をもっと増やしたい
●運営スタッフ同士の
　情報交換の方法は？

サロンを続けたい…

相 談 所

いきいき支援センター
昭和区西部

（高齢者の総合相談窓口）

月～金曜日（祝日・年末年始除く）午後9時～午後5時開設時間 無料相談費用

名古屋市では、高齢者のみなさまの身近な相談窓口である「地域包括支援センター」を、
「いきいき支援センター」という名称にて運営しています

052-852-3355TEL

052-884-5511TEL

052-884-5513TEL

お問い合わせ

お問い合わせ

ふれあい・いきいきサロンの開設・運営を支援します!!ご相談ください!!



●参加することが楽しい　
●講師の話が楽しい
●体操は強くもなく弱くもなくちょうどよい
●懐かしい歌が皆で歌えるからよい
●家でできない体験ができる
●いろいろな情報が得られる
●メンバーと交流ができ、相談できる
●健康を維持したい、体力を現状維持したい
●寝たきりにならないようにしたい
●最期まで自分のことは自分でやりたい
●年配のお元気な方に負けていたら
　いけないと頑張っている

昭和区の高齢者から寄せられた声
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●今の体調を維持するために、介護予防に取り組みたい
●歩いて通えるような身近な場所で健康づくりをしたい
●自分ひとりでは続かないので、仲間と一緒に取り組みたい
●高齢でも、体の痛いところがあっても参加できる運動があれば通いたい
●外出する機会を作って認知症を予防したい

介護予防サロンの目的
　身近な場所に週1回程度通い、楽しみながら「運動講師による体操」をしたり「健康の講話」
を聴くことで、 どのような身体状況の人も自分なりの健康づくりに取り組むことができる。
　仲間と交流することで顔なじみとなり、困った時の相談や安否確認など、地域での支え
あいにつながる。
　自分たちのやりたい内容を「住民主体」で行い、社会的役割を持つことにより生きがいや
介護予防、認知症予防になる。

介護予防サロン参加者の感想

介護予防サロン参加者が感じている効果
●通い続けることで、心も体も
　元気になった
●体が楽になった　
●歩きやすくなった
●つまずきやふらつきが減った
●階段を上がりやすくなった
●毎日出歩くようになった
●介護予防や認知症予防に対する
　意識が上がったと思う
　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　
　　

外出頻度の改善
毎日１回以上＞２～3日に１回＞１週間に１回程度＞ほとんど外出しない

維持：18人

改善：8人

62％

28％

改善：4人
14％

維持：20人
69％

悪化：5人
17％

主観的健康観の改善
よい＞まあよい＞ふつう＞あまりよくない＞よくない

介護予防サロン参加者：29人
外出頻度の変化（参加者個人の1年後と比較）

こころん健康サロン松栄
年齢構成：31人

こころん健康サロン松栄
開眼片足立ち測定：６ヵ月後（19/31人）

介護予防サロン参加者：29人
主観的健康観の変化（参加者個人の1年後と比較）

70～74歳：
9人
29％

75～79歳：13人
42％

80～84歳：5人
16％

85～89歳：3人
10％

悪化：3人
10％

65～69歳：1人
3％

改善 維持 悪化

47％
9人

32％
6人

21％
4人

地域に福祉の芽が出て育つようにと、
タネとハートをイメージしたマスコット
キャラクターです。

こころん 3名の講師が交代で担当し、講師一人ひとりが得意な分野を生かした体操の指導を行っ
ています。体操はもちろんのこと、笑いあり、歌ありの楽しい時間を過ごしています。松
栄学区社会福祉協議会いきいきサロン運営委員のご協力のもと活動しています。

平成２７年４月開始　こころん健康サロン松栄

あいち介護予防リーダーとは・・・
財団法人愛知県健康づくり振興事業団で養成した「愛知県健康づくりリー
ダー」のなかで、介護予防に関わる知識や技術の習得を図る養成研修会を受
講し、修了した方。登録された「あいち介護予防リーダー」は、地域における
介護予防事業や介護予防活動の担い手となり、実践活動を行っています。

介護予防体操 介護予防講座

体力測定

対　象 ： 松栄学区の65歳以上で通える方
日　時 ： 第1～4水曜日　13:30～15:00
会　場 ： 市営松風荘集会所または
　　　　 昭和生涯学習センター
内　容 ： 介護予防体操、健康の講話、交流会等
講　師 ： あいち介護予防リーダー
参加費 ： １ヵ月1,200円（初回体験無料）

細川 美恵子 先生 大原 真理子 先生 稲葉 真紀子 先生

講 師 紹 介
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こころん健康サロン吹上こころん体操くらぶ村雲 平成27年度 体力測定の結果
～メンバーの平均値の推移～

こころん体操くらぶ村雲 平成27年度 元気度（生活機能）チェックの結果
～各回の元気度チェック参加者計に対する割合～

体操の強度は？ 満足度は？

強い 弱い
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こころん健康サロン吹上
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26.55

22.16 22.13 22.12 21.58 23.16 20.3

24.75 24.08
27.15 24.825.84 27.76

32.76

49.86
43.94開眼片足立ち（秒）

注意分割機能（個）〈脳年齢〉

握力（kg)

満足：60%やや満足：30%

普通：10%

（株）豊田マネージメント研究所のエグゼクティブ・トレー
ナー。介護予防指導士として認知症と音楽をテーマに講
演や介護予防サロンを開催。「きんさんぎんさん」のぎん
さんの娘様に健康講座を行い、認知症を専門としている
教授とのコラボレーション活動を行うなど経験豊富です。
ギターとウクレレを合わせた「ギタレレ」という楽器を魔法
のように操りながら、体操や歌、おしゃべりを融合させた
講座は好評です。

健康体操 イベント交流会

健康セルフチェック

平成２8年6月開始　こころん健康サロン吹上

健康体操 健康講座

体力測定

介護予防運動指導員　野呂 朋洋 先生

平成２７年４月開始　こころん体操くらぶ村雲

お住まいの近くで、近隣の仲間と一緒であれば通い続けられる。顔なじみが増えることで
地域で安心して暮らせることを願い、参加者が主体となって活動しています。健康体操と
健康講座が中心です。定期的に茶話会も行い、お菓子とおしゃべりを楽しんでいます。

笑顔や笑い声にあふれ、サロンの日が待ち遠しくなるようなサロン。自分の物語を発表した
り、語り合えるようなサロン。たとえば誕生日などの祝い事をパーティーできるようなサロン。
音楽と運動で元気になる変化を感じ、みんなでともに笑い合えるサロンを目指しています。

茶話会

対　象 ： 吹上学区と近隣学区、隣接区の
　　　   65歳以上で通える方
日　時 ： 第2・4金曜日　13:30～15:00
会　場 ： レンタルスペース吹上
内　容 ： 健康体操、健康講座、
　　　　音楽アクティビティ、交流会等
講　師 ： 介護予防指導士
参加費 ： １ヵ月1,200円（初回体験無料）

介護予防指導士
山下 一郎 先生

中区にある「鍼灸治療室ガイアそうこ」にて、はり師、きゅう師、介護予防運動指導員、認知症
ケア専門士、内臓ストレッチインストラクター等として活躍中。こころん体操くらぶ村雲では、
体の痛みに配慮した健康体操と、日常の動きに活かせる健康講座を行っています。

対　象 ： 村雲学区と近隣学区、隣接区の
　　　　65歳以上で通える方
日　時 ： 第1・2・3火曜日　13:30～15:00
会　場 ： 昭和区社会福祉協議会研修室
内　容 ： 健康体操、健康講座、交流会等
講　師 ： 介護予防運動指導員
参加費 ： １ヵ月1,200円（初回体験無料）

講師紹介

講師紹介
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MAP

～しあわせな毎日は健康であること～
みんなでワイワイ体操しながら健康アップ！
身も心も明るくなって、お友達もできます。
歌ったり、体や頭を動かすので認知症予防
にもなります。

N
会場外観

～運動と音楽とおしゃべりタイム～
楽しい運動で転倒予防！
一緒に歌って健康アップ♪身も心も明るく
爽やかに健康おしゃべりタイムで
健康寿命アップ！

会場外観

こころん健康くらぶ桜山平成２９年４月開設予定

 こころん健康サロン松栄Ⅱ平成２９年４月開設予定

対　象 ： 松栄学区と近隣学区の
　　　   65歳以上で通える方
日　時 ： 第1～4木曜日　13:30～15:00
会　場 ： 松栄コミュニティセンター
内　容 ： 健康体操、健康講座、
　　　　音楽アクティビティ、交流会等
講　師 ： 介護予防指導士等
参加費 ： １ヵ月1,200円（初回体験無料）

対　象 ： 御器所学区と近隣学区の
　　　　65歳以上で通える方
日　時 ： 第１・３金曜日　13:30～15:00
会　場 ： 知多繁イベントルーム
内　容 ： 介護予防体操、健康のお話、
　　　　 交流会等
講　師 ： あいち介護予防リーダー
参加費 ： １ヵ月６０0円 広路

白金

吹上
鶴舞

村雲

伊勝

八事

滝川

川原

川名駅

いりなか駅

御器所駅

荒畑駅

桜山駅

地下鉄鶴舞線
西部いきいき支援センター
御器所交差点分室

昭和区役所
昭和保健所

名古屋大学
医学部附属
病院

東部いきいき
支援センター

地
下
鉄
桜
通
線

御器所

松栄

名古屋市立
大学病院

松栄
コミュニティー
センター

松栄
コミュニティー
センター

市営松風荘集会所または
昭和生涯学習センター

西部いきいき
支援センター
昭和区社会福祉
協議会内

レンタル
スペース吹上

知多繁
イベントルーム（ ）

こころん体操くらぶ村雲
昭和区御器所3-18-1

こころん健康サロン吹上
昭和区曙町1-26-1（曙町二丁目バス停前）

こころん健康くらぶ桜山
昭和区池端町2-43

（桜山中学校正門南「知多繁」の向かい）

こころん健康サロン松栄Ⅱ
昭和区菊園町1-12

こころん健康サロン松栄
市営松風荘集会所：昭和区若柳町3-9

昭和生涯学習センター：昭和区石仏町1-48

参加メンバーを
募集中

お気軽に体験にお越しください

お問い合わせ
昭和区西部いきいき支援センター
昭和区西部いきいき支援センター分室

884-5513
852-3355

TEL

TEL



身近な場所で、地域の仲間と、自分らしい健康づくり

住民主体の
介護予防サロン

昭和区西部いきいき支援センターがすすめる

マスコットキャラクター
 こころん

シニアが楽しく通って元気になる
サロンで仲間ができると安心

名古屋市昭和区西部いきいき支援センター

みなさまの「サロンづくり」を応援します。

サロン何でも

例 え ば 、こ ん な 相 談 ご とに お 答 えします 。

高齢者のみなさまがいつまでも住み慣れた地域で安心して生活できるよう、保健師、社会
福祉士、主任介護支援専門員などの専門職がチームとなって、健康・福祉・介護など
さまざまな面から高齢者のみなさまを支える機関です。

編集・発行　名古屋市昭和区西部いきいき支援センター　平成29年3月
（社会福祉法人名古屋市社会福祉協議会）

名古屋市昭和区西部いきいき支援センター分室名古屋市昭和区西部いきいき支援センター

名古屋市昭和区社会福祉協議会

●家の近くで開催されているサロンはあるの？
●定期的に通える場所がほしい
●趣味を続けられるサロンはないの？

サロンに参加したい…
●運営スタッフとしてボランティアがしたい
●会場や物品の提供をしたい
●企業・法人として社会貢献をしたい

サロンに協力したい…

●どんな準備や物品が必要なの？
●サロンの会場が見つからない
●運営スタッフ・協力者を募集したい
●サロンを運営するための助成や
　資金づくりについて知りたい

サロンを開設したい…
●活動がマンネリ化してきたので、
　何か良いプログラムはないか？
●参加者をもっと増やしたい
●運営スタッフ同士の
　情報交換の方法は？

サロンを続けたい…

相 談 所

いきいき支援センター
昭和区西部

（高齢者の総合相談窓口）

月～金曜日（祝日・年末年始除く）午後9時～午後5時開設時間 無料相談費用

名古屋市では、高齢者のみなさまの身近な相談窓口である「地域包括支援センター」を、
「いきいき支援センター」という名称にて運営しています

052-852-3355TEL

052-884-5511TEL

052-884-5513TEL

お問い合わせ

お問い合わせ

ふれあい・いきいきサロンの開設・運営を支援します!!ご相談ください!!


