
「出会い」「ふれあい」「助け合い」の三あい運動で福祉の輪を広げよう！
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C o n t e n t s ｜

　毎年恒例の養護老人ホーム札幌市長生園、札幌市社会福祉総合センター等主催の「ゆき灯りのまち」。建物
周辺にアイスキャンドルを並べ、幻想的な灯りで道行く人を楽しませてくれました。
　中央区ボランティア連絡会の皆さんが、会場近くの札幌龍谷学園高等学校の女子生徒と一緒にお手伝いに
参加しました。キャンドルに火を灯したり火が消えないように見回ったり、交流しながら楽しい時間を過ごしま
した。ご近所の親子連れや会社帰りの方たちが大勢足を留めてくださり、「ほっこりする灯りだね」「きれいだ
ね」と声をかけてくれました。外は寒かったですが、とっても心が“ほっこり”温かくなりました。

ボランティアが活躍！　「ゆき灯りのまち」



町内会のサポートで冬場も安心！
　町内会では、元々地域の方が冬場も安全に歩行
できるよう「歩道確保除雪」等を実施していまし
たが、今年度は社協の福祉除雪事業の地域協力
員としても町内会の方 6 名が登録され、高齢の方
や障がいのある方の自宅玄関前の除雪支援を行っ
ています。
　今年は雪が少ない状況が続いていましたが、2
月に入り一日で 40 センチという大雪の日もありまし
た。大雪が降ると玄関のドアも開けることができな
くなり、強い不安を感じるという高齢の方がたくさ
んいます。町内会の方々がいつでも、そしていつま
でも安心して暮らすことができるよう、宮の森中央
町内会のまちづくりが進められています。

「おしゃべりサロンin宮の森」スタート！
　令和がスタートした今年度、町内会では「おしゃ
べりサロン in 宮の森」がスタートしました。
　運営の中心にもなっている民生委員・児童委員
のお二人は、区社協で開催した「地域の居場所
づくり」がテーマの講座にも参加され、その時か
ら「サロンを開きたい」と話されていました。
　お二人だけではなく、松田町内会会長や役員の
方々も、ご近所同士の交流のため「誰でも自由に
おしゃべりのできる場所」を作りたいという共通の
思いがあり、町内会のサロンづくりが着々と進めら
れました。
　そして町内会のみなさんの思いがついに実を結
び、令和元年11月よりサロンが開始となりました。
　サロンの名前にも入っている「おしゃべり」を
中心に開催され、さらには麻雀好きの人も集まり、
麻雀大会（？）でも盛り上がっています。今後は
口だけでなく体も動かすよう体操もやってみよう
か、という声も上がっています。

　「なかなか外出の機会がない方でも気軽に集ま
ることのできる場所」にと、多くの方に声をかけ、
参加者はどんどんと増えています。高齢の方や子
育て世代の方、また障がいのある方などたくさん
の方に参加してもらいたい、との町内会のみなさ
んの思いもあり、今後ますます「笑顔」「つながり」
の増えるサロンになっていきそうです。

　宮の森中央町内会は、札幌中心部から車で約10分の場所にあり、
町内会加入世帯数1,839世帯（令和2年1月1日時点）という、中央区
内でも大規模な町内会の一つです。
　こちらの町内会では「笑顔あふれるまちづくり」をキャッチフレーズ
に「世代間交流」「地域連携」のための様々な活動や行事が行われ、
地域にはたくさんの“笑顔”が、そして“つながり”が生まれています。
　数ある「笑顔あふれる」取り組みの一部をご紹介させていただき
ます。

～町内会で笑顔があふれています～

宮の森大倉山地区

宮の森中央
町内会

2020.3 中央区 社協だより―Vol .86
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　地区福まちにおける日常的な見守り活動等の拡大を図ることを目標に、年度ごとに地区を選定し実施
しています。今年度は大通地区福まちと円山地区福まちの協力をいただいて実施中です。

※福まちパワーアップ事業

　福祉のまち推進事業は、「住み慣れた家で安心して、ずっと暮らしたい」
というみんなの願いをみんなで支える事業です。
　近年の社会環境、世帯状況の変化に伴い、地域における人間関係の
希薄化が進み、社会的孤立が大きな問題となっています。今まで以上に、
身近な地域での見守りや支え合い活動が必要になってきています。
　そのため、各連合町内会単位に設置されている地区福祉のまち推進
センター（以下「地区福まち」）では、住民同士の支え合い活動を広げて
いくために、さまざまな取り組みを行っています。

～地域の“連携”で安心なまちづくり～

円山地区福まち
　今年度福まちパワーアップ事業（※）の選定
地区である円山地区福まちでは、令和元年12月
25日に、研修会を開催しました。
　認定NPO法人シーズネット 奥田龍人 様を講
師としてお招きし、「見守り活動と地域連携のポ
イント」というテーマで、札幌市における地域社
会の現状や課題、そして地域の活動における

「連携」の必要性について、実際の町内会で進め
ている取り組み事例なども交えながらお話しい
ただきました。
　講話後にはグループワークを実施し、各町内
会での様々な場での連携について、情報交換を
しました。その中で、円山地区はマンションが多
く、また転入者も多くいる地区であり、ご近所付
き合い自体なかなか難しい面もある、という意
見が多く出てきました。一方で、日頃のお付き合
いは多くなくても、旅行会、ラジオ体操、七夕の
会、サロン活動、お祭りなど多くの行事の中で、

お互いに声をかけあったり、体調を気にかけた
りということを意識的に行うなどつながりをつく
るための工夫もたくさん聞かれました。
　また、世代間交流もできるように町内会にあ
る幼稚園や保育園の行事に参加したり、高齢者
施設の会場を使いサークル活動を実施するな
どの様々な施設との交流や、近所で心配な人を
見かけたときには民生委員・児童委員に相談す
るよう心掛けるなど、具体的な連携ができてい
ることもわかりました。
　平成30年9月の胆振東部地震を体験して以降
は、やはり「災害時にご近所で助け合えるような
関係づくりをしたい」といった意識も徐々に出始
め、「地域の集まりの場所をもっと増やせるとい
いね」「町内会のマンションとの交流も更に増や
していけるようにしたいね」など今後に向けて
のみなさんの思いが伝わってきました。この思
いを中央区社協では応援していきます。

福まち
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共助 ～災害に強い地域へ～

中央区福祉のまち推進センター全体研修会

参加者の声（アンケートより一部抜粋）

　地域で福まち活動を推進している皆さまを
対象とした研修会を、今年度は昨年11月8日に
開催いたしました。前年度のアンケート結果で
関心が強かった「災害時の地域での支え合い」
をテーマに、北星学園大学 社会福祉学部 福祉
計画学科 教授 岡田直人 様に『共助』について
講話いただきました。他の市町村での取り組み
事例を交えながら、地域活動に関わってみるこ
と、その社会参加が自身の介護予防や健康維
持に結びつくことが話されました。
　そして、災害に強い地域を作るためのネット
ワークづくりは 、難しく考えず、既 にあるモノ

（住民の声・集まり）がつながることで新たな動
きとなり、「好きだから」「面白いから」と人が愉
しめる活動にしていくことが、継続のポイントと
なるとのことです。防災・減災をキーワードに
ゆるく結びついていくことが、結果的にネット
ワークを広げ、『共助』が実現可能な地域づくり
へとつながっていくのです。
　講話の最後には、岡田様の代名詞でもある
「地域の支え合い活動はチャーハンづくり」が話
されました。「地域の支え合い活動では、他の

地域の成功例を見て、うちの地域にはあれがな
いこれがないと言っても生産的ではない。地域
の支え合い活動は、あるものでチャーハンをお
いしく作ることに似ている。アイディア勝負で、既
存のもので何がつくれるかのイメージの構成力
が重要である。あり合わせの材料に味を調える
調味料が専門職の力ともいえる。」
　皆さまの地域は、どのような「チャーハン」が
できるでしょうか。ぜひ、私たちもそのチャーハ
ンの薬味となれればと願っております。

福まち

　研修会後半では、山鼻サンタウン自治会 会長 秋山暁 様に「町内会（マ
ンション管理組合）での『備え』について」実践発表いただきました。自
治会では、災害時に支え合えるようにするために、日常的なつながりづ
くりに力を入れていらっしゃいます。マンション各棟の玄関の数だけ班
長を置き、担当の住民を気にかけるようにしています。住民同士の輪を
広げるための多種多様なサークル活動は、20ほどにもなります。年3回
は、住民に関心を持ってもらうために自治会コミュニティペーパーを発
行しています。もちろん、防災マニュアルを策定し、自家発電機の購入
などハード面でも備えを進めています。
　とても充実した自治会活動ですが、最初から順風満帆というわけで
はなかったそうです。それでも「自分のまちをよくできるのは自分たち
だけ」という会長の強い思いが、現在の活動を形作ってきました。

　前半の岡田様の講話でも話されていましたが、「できない理由」を考えるのではなく「でき
る方法」を考えるということが、活動のスタートとなることを示していただいた発表でした。

・秋山会長のエネルギーに圧倒されました。人間力、その活かし方などとても勉強になりました。
・10年以上役員をして、そろそろ自分のために時間を使おうとやめる予定でした。岡田先生のお話で、
  ちょっと考え直そうかと思っています。そして役員のお誘いも前向きにやってみようかと思いました。

・持ち帰って居住マンションでも参考にさせていただきたい有意義な内容でした。

この研修会をきっかけに、苗穂地区のある自治会では、サロンづくりという地域活動が動き出しています！
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施設長　大畑滋 様（中央）

〈事業所から〉
　藻岩山のふもとに位置する自然豊かな住宅地
にある介護付有料老人ホームです。毎日を笑顔
で楽しく過ごしていただけるよう、あたたかい雰
囲気づくりを大切にしています。また、地元の小
学校や中学校との定期的な交流やご近所の皆
さんに施設を開放して、趣味活動等に使ってい
ただく等地域交流も大事にしています。ぜひ、気
軽に見学にいらしてください。

〈社協への一言〉
　社協が持っている地域情報を提供していただ
き、施設の行事にも参加していただく等社協との
相互交流も深めていきたいと思います。

グリーンライフ伏見 様

 代表　大島康雄 様（中央）

中央区社協の応援団！
～賛助会員のご紹介～

〈平成31年4月から令和2年2月までに賛助会員となっていただいた方【順不同】〉

ご協力、ありがとうございます

（個人） ●千秋由紀子 様　●生田京子 様　●山田敦子 様　●千秋憲博 様　●匿名 様　1 名
 ●中央区第 1 地域包括支援センター職員 ●中央区介護予防センター大通公園職員
 ●札幌市社会福祉協議会中央事業所職員 ●中央区社会福祉協議会職員

（団体） ●さっぽろ社会福祉士事務所 様 ●グリーンライフ伏見 様

本会が行う地域福祉事業に賛同し、ご入会頂ける方は
事務局までご連絡をお願いいたします。
たくさんの皆さまのご支援をお待ちしております。

▶個人（１口）… 1,000 円　　▶団体（１口）… 10,000 円会費（年額）

賛助会員の募集

〈事業所から〉
　経験豊富な専門職スタッフが福祉・介護全般
について相談を受け、その人に合ったサービス
のマネジメントを行います。居宅介護支援事業
所（介護保険）、障がい者相談支援事業所等の運
営により、地域で安心して生活できるようにお手
伝いさせていただきます。

〈社協への一言〉
　社協とつながることにより、地域に潜在してい
る多くの社会資源と必要としている人とをうまく
マッチングさせることができます。一層、社協との
連携を深めていきたいと思っています。

さっぽろ社会福祉士事務所 様
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福祉除雪協力員の皆さま
ありがとうございました！

個人の方の寄付および賛助会員会費については、寄付金控除として所得控除をすることができます。

ホームページ　http://www.sapporo-shakyo.or.jp/chuo/

編
集
・
発
行

社会福祉法人 札幌市中央区社会福祉協議会
〒060-0062　札幌市中央区南2条西10丁目  中央区民センター内
電話：011-281-6113　F A X：011-208-0881

いただいたご寄付は、中央区内の「ふれあい・いきいきサロン」の
支援や地域福祉活動に活用させていただきます。

11月  8日　匿名 様 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 82,000円
12月  6日　塚田律子 様 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 10,000円
12月30日　チューリッヒ保険会社 様 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 90,000円
  2月  5日　株式会社 美容室桜井 様 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 6,300円
  2月25日　イトーヨーカドー労働組合すすきの支部 様 

　　　　　　　　　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 6,700円

〈令和元年11月～令和2年2月のご寄付〉

ご寄付ありがとうございました

▲株式会社 美容室桜井 様
　次回チャリティカットは 7 月 7 日です！

▲イトーヨーカドー労働組合すすきの支部 様

　社会福祉協議会では冬期間、高齢や障がいのため、除雪ができない戸建ての
世帯を対象に、道路に面した出入り口部分（間口）と玄関先までの通路部分の除
雪を行う「福祉除雪事業」を実施しております。今年度は、238 世帯の方の除雪に、
地域にお住まいの方や団体・企業の方々にご協力いただきました。ありがとうご
ざいました。

【団体・企業】
株式会社大庭組様、株式会社公清企業様、舗道工業株式会社様、北津建設株式会社様、
山王建設株式会社様、社会福祉法人草の実会リトルローズ様、板谷土建株式会社様、北土建設株式会社様、
北関電気工事株式会社様、札幌建設運送株式会社様、特定非営利活動法人ライツ様、株式会社南香園様、
Dreamer（ドリーマー）様、誠興電機産業株式会社様、大同舗道株式会社様、大和開発工業株式会社様、
合同会社 CROSS GROUP 若濱工業様、株式会社オープンウェイ様、生活介護事業所びーと様 （登録順）

【地域の皆様】
東地区の皆様、西創成地区の皆様、曙地区の皆様、山鼻地区の皆様、幌西地区の皆様、
西地区の皆様、南円山地区の皆様、円山地区の皆様、桑園地区の皆様、宮の森大倉山地区の皆様


