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写真撮影のため、マスクをはずしています。

サロンクローバー
場所：厚別区上野幌 3条5丁目上野幌ファミールハイツ 管理棟 集会所
月1回（第 3水曜日）13時 00 分〜15時 30 分、又は10時 00 分〜12時 00 分
サロンクローバーは、特に冬になると外出の機会が少なくなってしまう
高齢者のつながりづくりを目的として、上野幌中央第 11 町内会会長の今野
浩司さんと小野栄則さん（現サロン担当部長）が中心となって 8 年前に立ち
上げたサロンです。メンバー 20 名中男性が 13 名と、男性の参加者が多いこ
とが特徴の一つです。
サロンでは参加者全員のスピーチの時間があります。一人ひとりが近況報
告をして、嬉しかったことは皆で喜び、困ったことは皆で解決。楽しい時間を
過ごすとともに、とても頼りになる地域の支え合いの仕組みとなっています。
ふれあい・いきいきサロンに関するお問い合わせは、厚別区社会福祉協議会へ

本紙はホームページでもご覧になれます 厚別区社協

検 索

http://www.sapporo-shakyo.or.jp/about/atsubetsu-shakyo/

まもりんの
Twitter アカウントも
よろしくお願いします！

@mamorin93

あつべつ区福まちかわら版
ました。移り住んだ札幌の地で結婚・出産を経験され、院

─地元への恩返し

内保育所、診療所、病院勤務を経て、特別養護老人ホーム

厚別南地区の民生委員児童委員協議会（以下「民児協」）

の立ち上げに携わり、その後、居宅介護支援事業所、介護

で会長を務める渡邊彰恭さん（73 歳）は、生粋の札幌っ子。

予防センター、サービス付き高齢者住宅、デイサービスな

大学卒業後、1972 年に札幌市役所に入職します。

どでの職を経験し、退職後に地域からの推薦を受けて民生

「中学や高校の時の仲間とは、今でもよく集まる。」最近

委員となります。
「母親がお世話になった地域に、仕事で

は、新型コロナウイルス感染症の影響でなかなか会えてい

培った経験が少しでも役に立てば。
」これが石山さんの民

ないのだと嘆く渡邊さんは、昔から人とのつながりを大切

生委員の原点です。

にしています。なにより人付き合いが好きなのだと教えて

─地域の身近な相談役として

くれました。
札幌市役所では経済や観光に関わる業務に長く携わり、

石山さんが住むもみじ台は札幌市内で最も高齢化率が高

退職後は縁あって札幌市社会福祉協議会（以下「市社協」）

い地区です。一人ひとりの民生委員はより多くの世帯を担

に採用となります。「市社協在職当時、民生委員さんには

当することとなります。

本当にお世話になった。
」という渡邊さん。
「市役所の現職

「鴨居の上に亡くなったお父さんの写真を掛けたいんだ

時代に厚別区役所に勤めていたという縁もあり、市社協退

けど自分では難しい。
」
「息子が体調を崩していて、支払い

職後に民生委員になってくれないかという話があった時に

が滞っているみたいで心配。」日々の訪問活動の中では、

は、地元への恩返しの気持ちで引き受けました。」と民生

何気ない会話の中から、相手の困りごとに気づくことも多

委員・児童委員（以下「民生委員」
）になったきっかけを語っ

いといいます。

てくれました。

─コロナ禍が影を落とす
民生委員としての活動で、渡邊さんは、相手に気持ちよ
く話してもらえるような話し方や雰囲気づくりを心掛けて
いるといいます。地域には様々な背景を抱える方が生活し
ています。そうした方達が自分と話すときに安心してもら
えるようなコミュニケーションには現職時代の経験が活か
されています。
「ただ、コロナの影響で対面での会話が制限されたこと
で、これまでと同じようなやり方は難しくなった。」とい
う課題もあります。最近は手紙でのやりとりが中心となり

「実は、困りごとを相談するという行為は、なかなかに

厚別南地区民生委員児童委員協議会
わたなべ

会

長

また、民生委員同士のコミュニケーションも制限される
ことが、地区民児協の会長としての渡邊さんの悩みです。

配。
」と顔を曇らせます。民生委員を孤立させない仕組み
である地区民児協の機能が十分に発揮できない状況に、渡
邊さんは歯がゆさを感じています。

─「聴く」ということの大切さ
ある時、活動中に地域の方から、
「私の家族も小樽で民
生委員をやっていました。大変そうでしたが地域の方から

員仲間が頑張っているなぁ。必要とされているんだなぁ。」

長

石山

薫さん

～地域に寄り添う身 近な相談役として～
民生委員・児童委員は自らも地域住民の一員
適切な支援やサービスとのつなぎ役を担ってい
現職の民生委員として活動されながら、地区
表も務めるお二人に、民生委員活動について伺

たくさん感謝されていました。毎日本当にご苦労様です。」
と声を掛けられたという渡邊さん。
「あぁ、全国の民生委

会

かおる

未来 につなぐ

こだわりものぞかせます。

民生委員が不安を抱えたまま活動している状況が続き心

彰恭さん

いしやま

誰かのための活動を

「印刷されたものは味気ないから、手紙は直筆！」という

情報共有や研修、懇談の時間は削られ、
「特に経験の浅い

渡邊

もみじ台地区民生委員児童委員協議会

あきやす

立をやわらげるかを実感するそうです。

として、地域の様々な生活課題の解決に向けて、
ます。
ごとに組織される民生委員児童委員協議会の代
いました。

─自身の経験を地域に還元

ハードルが高い。」と指摘する石山さん。地域の身近な相
談役という本来の役割をしっかりと担っていくために、住
民の方との関係づくりを特に大切にしています。
また、地区民児協の舵取りを担う会長として、石山さん
は、現状の研修体系に問題意識を持っています。
「一口に
関係づくりが大切といっても、必要なスキルや基本的な考
え方を身に付けておかないと、活動に伴うストレスは大き
いと思います。
」民生委員が安心して活動できる仕組みの
必要性を訴えます。

─人生にふれる活動
「特に高齢の方とお話をする機会が多い。
」という民生委
員活動について、石山さんは「一人ひとりの人生にふれる
活動」と表現します。その方がどんな生き方や経験をされ
てきたのか。喜怒哀楽も含めてその方の口から語られる言
葉は正に人生そのものであり、
「他の方が歩んできた人生
にふれるという体験は民生委員にとっても貴重な学びの機
会である。
」と石山さんは考えています。
「私の訪問を楽しみに待ってくれている方もいるんです
よ。ただお話を聴くことしかできないことも多いのに…」
石山さんは少しはにかんで笑います。
「でも、それが民生
委員なのかもしれません。
」
身近な相談役と住民との間に上下関係はありません。民
生委員は自身も一住民として、日々地域を回り、そこで生
活をしている様々な方の人生に関わり続けます。
◇

◇

◇

「結局自分にできることをやるしかないんだよな。」ユー

「母親が地元の老人クラブに通っており、送迎など地域

「恩送り」という言葉があります。お二人がそろって口

モアたっぷりに笑顔で話す渡邊さんは、とても話しやすい

の皆さんに本当にお世話になりました。なんとか恩返しを

にされた「地域に恩返しをしたい」という思いは、正にこ

「相談役と言っても、中にはつなぐ先もないような話も

雰囲気を自然に作り出します。相手は相談をしているとい

したいという気持ちでした。
」民生委員を引き受けたとき

の「恩送り」に通じています。受けた恩をまた別の誰かに

少なくない。そんなときは一生懸命聴くしかない。」それ

う意識がなくても、楽しいおしゃべりの中から生活課題に

の思いをこう振り返るのは、もみじ台地区民生委員児童委

つないでいくこと。地域を舞台に日本では古くからこうし

でも「聴いてくれたことで気持ちが楽になったよ。
」と言っ

しっかりと気づき、拾いあげる。これが渡邊さんの活動ス

員協議会会長の石山薫さん（67 歳）
。

た文化が続いてきました。民生委員は、地域福祉推進に最

てくれる方がいると「少しは役に立っている。
」と思えると

タイルのようです。

心強さを感じたと目を細めます。

いいます。また同時に、
「聴く」ということが、いかに孤
2

「福祉関係の仕事が最も長かったですね。
」と言う石山さ
んは、東北の生まれ。子ども時代は山形県酒田市で過ごし

前線で取組むとともに、未来に向けて「誰かのための活動」
をつないでいます。
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仲間たちとともに

人が安心して暮ら せる地域を目指す
札幌市厚別老人福祉センター
札幌市厚別老人福祉センターは、区内に住む

60 歳以上の方ならだれでも利用できる高齢者

の憩いの場です。
今回は、館長の杉村正人さんと副館長の黒牧

30 年前に札幌市福祉事業団（平成 26 年、札幌市社会福祉
協議会と統合）に就職しました。

館長

すぎむら

杉村

まさ

正人さん

道南生まれの杉村正人さんは、函館や江差などで幼少期

が今、できずにいるのが辛いです。」少しでも早く以前の

て2 年目を迎えます。これまで、他区の老人福祉センターや

状況になることを待ち望んでいます。

養護老人ホームなどに勤務した経験があり、豊富な知識と人

初めての経験に戸惑いながら

を楽しませる巧みな話術で来館される利用者を和ませます。

福祉施設のイメージが変わった

「老人福祉センターは、高齢者にとって出会いの場でも
見知らぬ人同士が知り合ういいきっかけになります。それ

現在の職場である厚別老人福祉センターでは、館長とし
と

…。
」と肩を落とします。
あります。カラオケ、民謡、社交ダンス、囲碁・将棋などは、

利用者が主役の運営
札幌市厚別老人福祉センター

大樹さんの 2 人にお話を伺いました。

札幌市厚別老人福祉センター
くろまき

黒牧

副館長

ひろ

き

大樹さん

平成 11 年に札幌市社会福祉協議会に就職した黒牧大樹

が誕生した厚別老人福祉センター。コロナ禍で多くの方が

体のサークル活動が活発に行われており、地域の方々が積

さんは、
「翌年から介護保険制度が開始になることもあり、

集う講座等の開催が難しい状況の中、地域に社会参加を促

厚別老人福祉センターに着任した杉村さんは「利用者主
極的に運営に参画されていることに驚いた。
」と言います。

これからますます注目されるであろう福祉の道を選びまし

し、「高齢者だけでなく若い世代にも老人福祉センターを

を過ごしました。
「福祉に興味をもったきっかけは高校生

平成 4 年に開設した厚別老人福祉センターは、当初より介

た。
」といいます。

知ってもらいたい。認知度を高めたい。」と二人は口を揃

の時の出来事。
」
という杉村さん。たまたま当時の担任から、

護予防の取組として「楽笑サークル」を実施し、多くの近

市内各区での社会福祉協議会での仕事が長く、地域福祉

「親が入所している特別養護老人ホームに見舞いに行くん

隣町内会の方々に利用されてきました。
「当時はまだ介護

を通じたまちづくりに関わってきました。「老人福祉セン

黒牧副館長が長年区社協で培ってきたボランティア振興

だけど、君も見学してみないか」と誘われました。暗いイ

保険制度もない時代。先駆的な事業でした。」こうしたサー

ターを所管する施設福祉部への異動は初めてです。
」とい

や地域の福まち活動のノウハウを生かしてもらい、従来の

メージを想像していたのですが…。
」と振り返ります。

クルが立ち上がり継続されてきた背景にも、センター主体

う黒牧さんは、今年 4 月から副館長を務めています。

老人福祉センターの機能でやや弱かった地域コミュニティ

初めて特別養護老人ホームに行ってみると若い職員が多
く、いきいきした姿で働いている姿を目の当たりにして、
想像していた高齢者施設のイメージが大きく変わったとい
います。初対面の担任の親御さんから「会いにきてくれて

ではなく、利用者の皆さんが主役となって運営してきたと

副館長としての事務処理をはじめ、併設するデイサービ

いう強みがあります。

スセンターの仕事もこなし、利用者の送迎や入浴介助など

老人福祉センターは出会いの場

多忙な日々を送っています。
「初めて入浴介助をしたとき、
利用者の入れ歯を上下逆に渡してしまったり…。」と、慣

ありがとう。」と感謝され、施設職員からも「普段感情を表

館長としての悩みは、やはり 2 年以上に及ぶコロナ禍で

れない環境に戸惑いながらも、
「杉村館長をはじめ、他の

に出さない方が、初めて会った人に喜ぶ姿を見せるなんて

のセンター行事。閉じこもりがちの高齢者が月 2 回、体操

職員に助けられながら何とかやっています。
」と少しはに

…。あなたすごいわね。
」と言われました。
「自分には人の

や脳トレ、ヨガや昔遊びなどを行う「さわやかサロン」も

かんだ表情で話します。

何かを引き出す力があるんだろうか？」

思うように開催できずにいます。
「年末には町内会の役員

元々人とのコミュニケーションに興味があった杉村さん

さんなども同行して、保養センター駒岡に一泊で出かける

は、福祉に携わる仕事に就きたいと福祉系の大学に進学し、

ことがお決まりになっていた人気の企画だったのですが

◇

いきたい。
」と杉村さんは力を込めて語ってくれました。
厚別区内で札幌市社会福祉協議会が運営する組織は、
厚別区社会福祉協議会のほか、厚別老人福祉センター、
白石・厚別・清田ヘルパーセンター、同相談センター、
同調査センターがあります。
札幌市社会福祉協議会

◇

施設経験が長い杉村館長と、区社協経験が長い黒牧副館

総務部

地域福祉部

施設福祉部

地域包括部

介護事業部

長。札幌市社会福祉協議会の組織の中でも、異色のコンビ
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各区社会福祉協議会

厚別区社会福祉協議会

白石・厚別・清田相談センター

白石・厚別・清田ヘルパーセンター

白石・厚別・清田事業所

白石・厚別・清田調査センター

厚別デイサービスセンター

厚別老人福祉センター

地域の高齢者に対して、無料または低額料金で各種相談
に応じたり、健康の増進や向上等、豊かな地域生活を営む
ことを目的に設置された老人福祉法に基づく老人福祉施設
の一つ。札幌市内の各区にあり、厚別区では、札幌市社会
福祉協議会が指定管理者として運営しています。

厚 別 区

老人福祉センターとは

4

や地域資源との連携といった社協ならではの取組を進めて

各区拠点

※2022年8月1日現在の料金です。

◇

えます。

5

あなたの募金が
厚別区のまちづくりに
つながります
赤い羽根共同募金は、 誰もが安心して暮らしていけるよう、
住民が主体となって取り組んでいる活動を支援しています。
皆様からお寄せいただいた令和 3 年度の募金 3,795,619 円のうち、2,450,000 円が、厚別区内の地域福祉活動に使われ
ています。
○地域の社会福祉の活動に 1,069,000 円

厚別区内の各地区社会福祉協議会

○高齢者・児童・NPO に 260,000 円

厚別区老人クラブ連合会

○区全域の福祉活動に 1,121,000 円

厚別区社会福祉協議会

など

このほか、道内・市内の福祉団体等への助成や、被災地ボランティア活動を支援するための積立金等にも活用されて
います。

募金が使われている事業のご紹介
もみじ台地区の小学生は、もみじ台地区社会福祉協議会（福祉のまち
推進センター）が行う見守りの中、毎朝元気に登校しています。
この活動では、地域の「見守り隊」ボランティアが、雨の日も雪の日も
子どもたちの安心・安全を守り続けています。
活動に関わる経費の一部に共同募金の配分金が活用されました。
「見守り隊」ボランティアと登校する小学生

募金付きグッズのご紹介

※グッズ代金の全部・又は一部が赤い羽根共同募金への募金となります。

厚別区限定（各 1 個 500 円）

クリアファイル（各 1 枚 200 円）

Art by nio © CFM

Art by あずき © CFM Art by yuutera10 © CFM Art by もものかんづめ © CFM

共同募金のシンボルである赤い羽根に、
厚別区のシンボルマークをあしらったシンプ
ルなデザインです。
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募金付きグッズは、厚別区共同募金委員会（厚別区社会福祉協議会：厚
別区民センター 1 階）で取り扱いしています。数量に限りがありますので、
お問合せください。
☎問い合わせ先：895-2483

厚別区社会福祉協議会

2021 年度決算報告

総額 28,211,594 円
会費・寄附

収入

（1,921,436 円）

30,000,000

事務局運営

支出

（1,906,851 円）

市補助金収入

地区社協・各種団体等への助成

（4,595,160 円）

（5,418,475 円）

25,000,000

共同募金配分金収入

福祉除雪事業

（240,000 円）

（9,023,750 円）

ボランティア・福祉教育事業

20,000,000

助成金収入

（925,000 円）

（10,066,750 円）

地区福まち支援事業

15,000,000

（711,651 円）

その他

事業収入

日常生活自立支援 397,000 円
民児協研修 200,000 円
広報誌発行 436,624 円
生活支援体制整備 109,659 円

（2,743,500 円）

10,000,000

利息・その他
（36,301 円）

前年度からの繰越金

次年度への繰越金

5,000,000

（8,608,447 円）

（9,082,584 円）

0

2021 年度の主な事業

○あつべつ区ちょこっとボランティア講座
ボランティアに関する基本的な知識や技術を学び、身近なボランティア
活動に参加してもらうきっかけづくりとして2 年ぶりの開催となりました。
コロナ禍でなかなか人と話す機会がないなどの理由から、お話相手の
ボランティア相談が増えてきていることも踏まえて、「傾聴について」学べ
る内容を取り入れて実施しました。

厚別区社協に会費や寄附がたくさん集まると…
今よりもっと、地域に支え合いの取組が広がります
会費・寄附金の推移

皆さんからいただく会費や寄附金は、私たち区社協が実施する

（円）
4,000,000

地域福祉事業の事業費の一部、または、住民主体のボランティア

3,000,000

活動や支え合い活動を応援する助成金の一部となり、厚別区の福

2,000,000

祉活動をもっと盛んにしていくための貴重な財源となっています。

1,000,000
0

2017

2018

■正会費

2019

■賛助会費

2020

2021（年度）

■寄附金収入

寄附とは、 誰かを信じてその人にあなたの気持

ちとお金を託す行為です。

厚別区には、この街のため、ここに暮らす人たちのため
に頑張っている方々がたくさんいます。私たち区社協も微力
ながら協力し応援しています。
私たちの街が、ここに暮らす全ての人にとって、今よりもっ
と温かくて安心な街になってほしい。そんなあなたの気持ち
を、寄附・会費に変えて、私たちに託してくださいませんか？

会費・寄附のお問い合わせ

福祉除雪事業からのお知らせ
毎年募集しています～地域協力員～
◇年齢や性別は問いません。
◇ボランティアグループ、NPO 、福祉施設、学校、企業など
での登録も可能です。
◇一世帯を複数の協力員で除雪することも可能です。
◇活動期間は毎年 12 月 1 日～ 3 月 25 日の 4 ヶ月間です。
◇ 1 シーズン通してご協力いただいた方には、活動終了後、

1世帯につき21,000円の協力員活動費をお支払いいたします。
【問い合わせ】

厚別区社会福祉協議会（TEL895-2483）

厚別区社会福祉協議会

TEL 895-2483
第 91 号
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愛情銀行へのご寄附

ありがとうございました
・公益社団法人北海道宅地建物取引業協会札幌東支部
支部長 金山 公彦 様   

北海道宅地建物取引業協会札幌東支部
金山支部長（右）

100,000 円

・厚別南町内会連合会女性部 様
（厚別南地区社協への指定寄付）
   

39,938 円

・厚別区老人クラブ連合会

10,000 円

様   

・匿名

様   

10,000 円

・匿名

様   

5,000 円

・瑞穂大学第 26 期同期会

様   

4,859 円

子ども食堂で芋ほり体験

〜あじさい食堂

賛助会員へのご加入

ありがとうございました

《2022 年 2 月 9 日～ 7 月 30 日まで》

【厚別南地区】
《個人》 小野

栄則

様

小野

《団体》 コープ野村大谷地自治会
上野幌中央第7町内会

昌子

様

様

様

大谷地町内会

【厚別西地区】
《個人》 矢野さえ子

様

【もみじ台地区】
《個人》 佐久間道子

様

【青葉地区】
《個人》 池田

康徳

様

池田

栄子

様

様

厚別南町内会連合会女性部の皆さん

※写真撮影のため、マスクをはずしています。

《2022 年 3 月から 7 月までのご寄附》

もみじ台管理センター（もみじ台北 7
丁目 1-1）を拠点に活動している子ども
食堂「あじさい食堂」
（ 星見優子代表）で
2022 年 8 月 21 日、団体が借りる畑での
ジャガイモ掘りが行われました。
慣れない畑作業に、子どもたちは初
め戸惑った様子でしたが、土の中から
ジャガイモが顔を出すと笑顔があふれ
ました。
終了後は用意された豚汁とおにぎり、
近隣の畑から安く分けてもらったスイ
カをほおばり、大満足の収穫体験とな
りました。

介護付有料老人ホーム（特定施設）
・サービス付高齢者向け住宅
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