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　里塚・美しが丘地区の「ライブヒルズサロン」は、ラ
イブヒルズ町内会の住民の交流の場として平成 22 年に
立ち上がり、月 2 回（第 1・3 月曜日）町内会館ホールで
開催されています。
　コロナ禍の中で活動制限がある中、今回は感染拡大に
十分留意しながら、久々にサロンを開催する事ができま
した。また、当日は近隣の小学生がボランティア活動に
参加されました。
　久し振りの顔ぶれと小学生ボランティアさんが参加さ
れた事で、いつも以上に笑顔がサロン内であふれていま
した。また、介護予防センターの指導の下、サッポロス
マイル体操・ふまねっとなど皆さん、真剣に取り組まれ
ています。
　サロンに参加された方々も「若い人が来ると明るくな
るわね」帰り際には「また、来てね」と笑顔で話されて
いました。

ライブヒルズ（里塚・美しが丘地区）
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こもれび南ヶ丘町内会

VOL.33
里塚・美しが丘地区

こもれび南ヶ丘町内会
世帯数…862世帯

上：監事 藤山さん／町内会員 鈴木さん／町内会員 西山さん
下：星川 会長／スクールガード 畑さん／スクールガード 小原さん

▲

町内会の概要
　こもれび南ヶ丘町内会は、平成 15年に発足した比較的新しい町内会です。世帯数は 862世帯、推定人口は 3,037 人
で、町連でも世帯規模数は、26町内会中 6番目となっています。
　高齢化率は、4.3％で生産年齢人口、年少人口が多い、若い町内会です。
　町内会行事は、ラジオ体操、こもれび祭り、こども神輿、もちつき会、交通安全街頭啓発活動、防災避難訓練、公
園清掃（春、秋）、国勢調査、交通安全児童見守り活動、広報さっぽろ戸別配布、スクールガード等、多岐にわたり取
組んでいます。

▲

こもれび南ヶ丘町内会の活動
　子どもが多く住む町内会なので、子どもが参加できる
行事を中心に実施しています。もちつき会には、600 人
近くのお子さんが参加される等、毎年大盛況です。行事
の実施にあたっては働く世代の町内会員を支えるため、
町内会のシニアクラブであるこもれび緑優会の会員の方
が積極的に協力してくれています。
　こもれび緑優会には、スクールガードの協力もしてい
ただき、暑い日も雨の日も雪の日も毎日子どもたちの見守りをしていただいています。
　高齢者の福祉活動については、70 歳以上の一人暮らしの方 4人を対象に見守り安否確認をしています。対象者 4
人のうちの 3人は、こもれび緑優会の会員なので、会の中で見守りの協力をしていただいています。こもれび緑優会
では、毎月町内会の方へのお知らせとして会報を出しており、花壇の植え込みの様子や屋外で行ったハイキング、鑑
賞散策会など行事の様子を紹介して、高齢者世代への参加の呼びかけを行っています。会に参加して気にかけあえる
活動を継続していきたいです。
　また、町内会ではこもれび緑優会の協力を得て広報さっぽろの配布を行っており、ただ配布するだけではなく、配
布先のお宅に変わった様子はないか、気にかけながら配布をしてもらっています。

▲

今後について
　今は働く世代が多い若い町内会ではありますが、10 年後 20 年後を考えると、確実に高齢化が進んでいくことが予
想されます。そうなったときに町内会としての福祉の活動が機能するように、今から町内会活動を活発化させ、次世
代のための土台を作っていきたいと思っています。
　町内会として、子どもを育てるために積極的に行事を行っていることや、その行事をシニアクラブの方が支えてく
れていること、そういうことをしっかりと発信して、10 年後も 20 年後も安心安全で住みやすい町内会になるよう取
組を進めていきたいです。

地域を明るくする運動として、町内会館前の花壇に花の苗木を植栽して
います。清田区ガーデニングコンテストでグランプリを取ったことも！
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VOL.2

　『ひょっとこ踊「笑」の会』は、各種イベントや福祉施設からの要請に応じて、ひょっと
こ踊りを披露するグループです。ひょっとこやおかめが出てきて、おかしな踊りをする
姿を見ていると、笑いがこぼれ、幸せな気分になります。
　「笑」の会は、平成 22 年に誕生しました。現在は、60 ～ 80 代、20 名ほどのメンバーが
活躍しています。多い年には年間40か所に出向いて活動されているボランティアグルー
プです。

　見る方も踊る方も楽しむひょっとこ。皆さんが、喜ぶ
笑顔に元気が出て、励まされています。これからも少し
でも多くの方々に出会い、喜んでもらいたいと願い、練習
に励んでいます。
　感染症が落ち着きましたら、是非、声を掛けてください。

　ひょっとこ踊りは、明治時代に眼科医の橘公行医師によって伝授されたといわれ、その
ルーツは江戸時代から伝わる里神楽にあるそうです。物語りは、「ひょう助」と「おかめ」と
いう夫婦が、子宝に恵まれるよう荷神社に祈願をしていると、お稲荷様が、きつねの姿と
なって現れ、おかめの気を惹こうと手招きをしながら踊り始めます。それを見ていたおか
めがつられて踊りだし、心配そうに見ていたひょう助とこの様子を木陰でうかがっていた
村の若者たちもつられて一緒に踊りだすというものです。

ひょっとこ踊「笑」の会からの出題

ひょっとこ踊りの
発祥の地はご存じですか？【問題】

【メッセージ】

①北海道深川市　　②宮崎県日向市　　③新潟県長岡市

代表の榎本さん

クイズ

ちなみに

　高齢者の施設などで披露すると、認知症の高齢者の目
に昔の輝きが蘇り真剣なまなざしで見てくださいます。
　やっとん節などの懐かしい音楽に合わせて手拍子を
してくれることが、メンバーの自信と遣り甲斐につな
がっています。
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傾聴ボランティアの役割

①相手の人の気持ちを整理するお手伝い

②相手の人がとことん話せる場を提供する
　お手伝い

③話ができる喜びを感じていただくお手伝い

終活ノート作成の聴き取り方

①自分の感情・意見はひとまず横へ置く

②まずは聴くことに徹する

③最後まで聴き切る
　・一つの文章の「～ 。」まで聴き切る
　・相手の人が一通り言い終わるまでを聴き切る

④相手のコトバをいったんそのまま受け入れる

⑤わかった気にならない

⑥「わかりたい」から、「聴きたい」「聴かせてほしい」と思えるか

⑦相手の気持ちに寄り添う

　新型コロナウィルスの影響で、継続的な外出自粛や子どもや孫の帰省が難しいなど、高齢でお一人
暮らしの方は、一日中、誰とも話すことが無い日も、少なくない状況です。
　そのような中、話し相手ボランティアは、高齢者や福祉関係者から求める声が多くありますが、実際
の話し相手ボランティアの要請は多くありませんでした。
　また、気軽に話をできる相手が欲しいと希望する方でも、実際にボランティアを自宅にお招きして
話をするとなると、話が合う人か不安になり、気遣いが負担となることからボランティアの導入を諦
める方もいました。
　そこで「傾聴ボランティア講座」と「私の思い出　終活ノート」作成のプロジェクトを進めました！

傾聴ボランティア講座の実施！

傾聴の基本

①しっかりと聴く

②わかった気にならないで聴く

③話す人の「気持ち」に寄り添って聴く

④相手の人のことを「わかりたい」と思って聴く

傾聴
けいちょうけいちょう
ボランティアボランティア
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　『私の思い出　終活ノート』は、社協に登録している傾聴ボランティアが、ご希望者のお宅に
お邪魔してお話をお伺いし、作成します。ご自分が歩んできた道を、自分とご家族に残して
おくために、ごく簡単に作成したノートです。このノートが、ご家族で振り返っていただく良
い機会になれば幸いと思い作成しました。
　町内会役員・民生委員・ケアマネジャーの声掛けにより、3 名の終活ノー
トの作成に、6 名のボランティアが関わり傾聴活動をとおして、参加いた
だきました。
　表紙は、清田区の風景写真や自身の好きな写真の中から選んでいただ
き、世界に一つのノートをご本人へプレゼントすることができました。

傾聴ボランティアさんが
「私の思い出 終活ノート」を作成！

傾聴をとおして
思い出のインタビュー

【
表
紙
：
北
野
ふ
れ
あ
い
夏
ま
つ
り
】

ィアプロジェクト！ィアプロジェクト！

ボランティアさん

学生時代はどのような、
暮らしでしたか？

対象者さん

小学校は、下の弟をおぶって
通い、授業にもそのまま、

出席していたのよ！

私の思い出
終活ノート

自分の人生の歩みを
残しておきたい。

お話しのテーマがあって、
話しやすい。

家族へのメッセージを
残しておきたい。

1 インタビューした内容を
パソコンに入力2 製本して

お渡しします！3
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『みんながうれしいともだち』
優秀賞
（清田区青少年育成委員会連絡協議会議長賞）
髙橋　周さん（北野小学校　2年生）

たくさんの
素敵な笑顔の絵を
ありがとう
ございます！

　清田区社会福祉協議会が主催する「清田笑顔の絵コンクール」は 12 回目を数え、年をとっても、
病気になっても、障がいがあっても、みんなが笑顔でいられる「まち」になることを願って、区内の
小学生が「笑顔」をテーマに描いているものです。
　今年は 28 作品の応募があり、最優秀賞 1 点、優秀賞 3 点、佳作 3 点が選ばれました。

久しぶりにおじいちゃんと
会えたのかな！

嬉しい気持ちが伝わります♡♡

笑顔の絵コンクール笑顔の絵コンクール

『ひさしぶりに会えた日』
最優秀賞（清田区社会福祉協議会会長賞）
畑山　新さん（北野平小学校　３年生）

『みんなのえがお』
優秀賞

（清田区福祉のまち推進センター運営委員長賞）
鈴木　琴晴さん

（三里塚小学校　1年生）

『レインボースマイル』
優秀賞

（清田区民生委員児童委員協議会会長賞）
橋本　莉良さん

（北野小学校　2年生）

清田清田
最優秀賞・優秀賞の作品
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みなさんと同じ住民のひとりで、市民が住み
慣れた地域で安心して住み続けられるように、
国と札幌市から地域福祉の仕事をお願いされ
ています。住所によって
担当区域が決まって
います。

民生委員・児童委員はどんな人？

民生委員・児童委員のひとりですが、
特定の区域をもたず、いじめや不登校
問題、児童虐待の早期発見など子どもや

子育て家庭の支援を
専門に担当しています。

主任児童委員はどんな人？

　民生委員制度は、大正 6 年岡山県で創設された「済世顧問制度」が始まりです。
　みなさんが住み慣れた地域で安全に、安心して暮らせるように、高齢のひとり暮らし
の方を訪問し、安否確認などの見守り活動を行うことをはじめ、子どもから大人まで
様々な方の困りごとをみなさんと一緒に考えサポートします。

民生委員・児童委員

どのくらいの人が活動しているの？
札幌市では約330 世帯に1人の基準でおかれ、札幌市では約2,900名、

清田区では154 名（定数）が活動しています。

福祉に
関すること
福祉に
関すること

家族の介護に疲れた…
介護保険・福祉サービスって
どうやって利用するの？

現在、ACジャパンでポスターやCMを用いた広報活動が展開されています。
こちらもご覧ください。
https://www.ad-c.or.jp/campaign/support/support_07.html

子育てに
関すること
子育てに
関すること

子育てのストレスが
溜まって…お話聞いて
くれる人いないかな

生活・健康に
関すること
生活・健康に
関すること

生活費や
健康のことが不安…

暮らしに
関すること
暮らしに
関すること

ひとり暮らしで不安…
たまに声かけて
くれないかな

どんな相談にのってもらえるの？どんな相談にのってもらえるの？
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この「清田区社協だより」は、赤い羽根共同募金の配分金の助成を受けて発行しています。

発行 札幌市清田区社会福祉協議会 〒 004-8613 札幌市清田区平岡 1 条 1 丁目　清田区総合庁舎 3 階
TEL 889-2491   FAX 889-2492

社会福祉
法　　人

あたたかいご寄付ありがとうございました
〜令和3年度　愛情銀行への寄付金紹介〜（令和3年6月26日〜11月1日現在）

令和 3 年度賛助会員へご加入いただきありがとうございます。

本会の賛助会員として加入いただきました皆さまをご紹介します。
この会費は、本会事業の財源として、清田区内の地域福祉活動に役立てています。

 小湊　龍三
小友　　均
田中　　守
館山利夫・館山節子

菊地　富男
齋藤　道夫
岩渕　龍子
猪野毛昭男

見上　佳子
田崎　克文

平岡地区民生委員児童委員協議会

「個人会員」〜1口：1,000 円から〜　（6月 26日〜11月 1日現在）

「団体会員」〜1口：10,000円から〜　（6月 26日〜11月 1日現在）

愛情銀行

明治安田生命保険相互会社
札幌支社からのご寄付

株式会社ダイナムさんからのご寄付

・札幌南家庭教会　様
清田区内の方のために役立てて欲しいと、使い捨てマスクの寄付をいただきました。

・株式会社ダイナム　様
清田区の活動に役立てて欲しいと、うがい薬をご寄付いただきました。

・明治安田生命保険相互会社　札幌支社　支社長　本村　剛　様
「私の地元応援募金」として 105,000 円（10/18）をご寄付いただきました。

・サカエ開発株式会社　様
地域福祉活動に活用してくださいと、ウェットティッシュをご寄付いただきました。
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