
財団法人

札幌市青少年女性活動協会

財団法人

札幌市青少年女性活動協会
〒063-0051 北海道札幌市西区宮の沢１条１丁目 1－10

30年 あゆみの

財
団
法
人

札
幌
市
青
少
年
女
性
活
動
協
会

年

の

あ

ゆ

み

30
C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

表紙.pdf   1   12/03/28   12:52



財団法人

札幌市青少年女性活動協会

30年 あゆみの

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

表紙.pdf   2   12/03/28   12:52



C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

理事長_上田市長あいさつ.pdf   2   12/03/27   22:42



C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

理事長_上田市長あいさつ.pdf   1   12/03/27   22:42



街のなかのどこかに

ぼんやりしているこどもがいたら

そっと笑顔を届けたい

暮れてゆく街のなかを

さすらっている若者がいたら

握り合う手を差しのべたい

日々のくらしのなかで

むなしさを感じているお母さんがいたら

おしゃべりの声を聞かせたい

この街のなかで生きてゆこうとする人々に

どうぞお伝えください

私たちのことを
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ごあいさつ／理事長 小川敏雄

お祝いのことば／札幌市長 上田文雄
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・（財）札幌市青少年婦人活動協
会設立（職員15人体制）
・札幌市青少年レクリエーショ
ンセンター管理運営補助業務
受託（～1988/3）
・滝野自然学園管理運営補業務
受託（～1999/3）
・札幌市中央勤労青少年ホーム
に職員派遣（1名）
・札幌市豊平勤労青少年ホーム
に職員派遣（2名）
・札幌市石山青少年会館に職員
派遣（～1990/3）（1名）
・札幌市ポプラ勤労青少年ホー
ムに職員派遣（1名）
・札幌市アカシア勤労青少年
ホームに職員派遣（1名）
・札幌市豊平勤労青少年ホーム
に職員派遣（1名追加）
・『レクリーダーの手引き（ゲー
ムとプログラム）』発行

［企画事業・滝野自然学園］
・グループワーカー養成講座
　（～2010）
・じゃがいもキャンプ
　（～1990）
・みどりとあそぼう自然学園
・肢体不自由児キャンプ
　（～1990）
・道新冬休み健康村
　（～1990）
・子ども会シニア・リーダー研修
　（～1998）
・母と子のあそびの学校
（1982より婦人文化セン
ター事業）

・仲よし子ども館母親学習会
・婦人ボランティアスクール
　（1982より婦人文化セン
ター事業）

・各区子ども会ジュニア・リー
ダー研修（～1997）

［婦人文化センター］
・札幌市婦人文化センター管理
運営業務受託スタート
・婦人文化センターフェスティ
バル（～2004）
・料理講座（～1995）　
・ボランティア機関誌『ぬくも
り』発行（～1998）
・ボランティアビューロー研修
会（～1998）
・健康講座（～1984）
・講演会
・コンサート
・一般相談（～2000）

・札幌市天文台管理補助業務
　受託（～2000/3）
・札幌市中央勤労青少年ホーム
に職員派遣（1名追加）

・札幌市円山勤労青少年ホーム
に職員派遣（1名）

・札幌市アカシア勤労青少年
　ホームに職員派遣（2名追加）
・札幌市ポプラ勤労青少年
　ホームに職員派遣（2名追加）
・札幌市石山青少年会館
　に職員派遣（～1990/3）
・札幌市発寒勤労青少年ホーム
に職員派遣（3名）

・札幌市青少年センター管理運
営業務受託

・事務所移転
・札幌市婦人文化センター管理
運営業務委託

［企画事業・滝野自然学園］
・野外活動指導員研修（～2011）
・シニアリーダー修了者研修会
・天文指導員研修
・厚真町・札幌市交歓キャンプ
・海洋少年団全国大会
・新1年生とお母さんのつどい
10周年交流会

・ヤングフェスティバル・イ
ン・  サッポロ

・子ども会育成者研修
・日帰りじゃがいもキャンプ
・日赤奉仕団研修

［企画事業・滝野自然学園］
・道新夏休み健康村
　（～2007）
・道新春休み健康村
　（～1987）
・移動天文台
・札幌市子ども文化祭
・父と子のキャンプ
 （～1984）
・新1年生とお母さんのつどい
    関係事業
・よい子の広場

［婦人文化センター］
・婦人ボランティアスクール
　（～1998）
・婦人文化センターだより
「せんのき」発行（～1991）
・母と子のあそびの学校
　（～1991）
・婦人通信講座（～1992）
・婦人リーダー研修会
　（～1992）
・利用者意見交換会
　（～1991）
・広報担当者研修（～1992）
・ふるさと見学会
・レクリエーション研修会
　（～1992）
・スポーツ講座（～2002）
・女性学講座（～1991）
・法律相談（～現在）
・週間特別相談（～1999）

［青少年センター・勤労青少年
ホーム］

・札幌市青少年センター管理運
営業務受託スタート

［青少年センター・勤労青少年
ホーム］

・国際交流（～1987）
・石狩町ジュニア・リーダー研修
・江別市子どもの日行事企画
講習

・札幌青年グループリーダーセ
ミナー

［企画事業・滝野自然学園］
・中学生キャンプ（～1984）
・冬の祭典
・母親学園
・北郷子どもフェスティバル
・児童会館職員・指導員研修
・苫前町子ども会20周年記念
フェスティバル
・全郵政北海道レクリーダー養
成講座
・UHBチャリティクリスマス子
供劇場

［青少年センター・勤労青少年
ホーム］

・おもしろタウンラリー開始
　（～1991）
・「キャンプ場案内」発行
　（～1995）
・ステージングクリニック
　（～1990）
・コンサート（～1999）

［婦人文化センター］
・女性学講座（～1991）
・ティータイムサロン
　（～1991）
・ティータイムサロン小冊子
発行（～1993）

・託児ボランティア
　（～2003）
・レディースワープロ講座
（～1999）

［婦人文化センター］
・婦人ボランティアスクール
修了生懇談会（～1992）

・昭和60年度婦人ボランティ
アリーダー研修会

［企画事業・滝野自然学園］
・遊習塾リトルキャンプ（～現
在）

・アウトドアスクール
・シニアリーダー研修（開拓
キャンプ・雪中キャンプ）     

・子ども会リーダー道内及び道
外研修

・子ども会リーダー修了者研修
・楽しい天文の夕べ
・児童福祉週間記念行事
・子どもサミットインほっかい
どう

  

・札幌市中央勤労青少年ホーム
に職員派遣（１名追加）　

・札幌市円山勤労青少年ホーム
に職員派遣（１名追加）

・『レクリーダーの手引き
（キャンプとプログラム）』
発行

・財団設立５周年記念誌『5年
の歩み』発行

［企画事業・滝野自然学園］
・青年グループリーダーセミ
ナー
・グループ・ワーカー養成講座
修了生ティータイムサロン
・ハレー彗星と流星群観測ゼミ
ナール

［青少年センター・勤労青少年
ホーム］

・国際青少年記念事業青少年セ
ンター祭　

1980（昭和55年度） 1981（昭和56年度） 1982（昭和57年度） 1983（昭和58年度） 1984（昭和59年度） 1985（昭和60年度）
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1986（昭和61年度） 1987（昭和62年度） 1988（昭和63年度） 1989（昭和64年、　平成元年度） 1990（平成2年度）
・札幌市児童会館（宮の森、太平、
　麻生、厚別南）管理運営業務受託

［企画事業・滝野自然学園］
・滝野すずらん丘陵公園スノーフェス
ティバル（～2004）

・遊習塾冬季リトルキャンプ（～現
在）

・札幌市教育委員会婦人ボランティア
講座

・子どもサミット・イン・洞爺湖
・ボランティア愛ランドフォーラム
・小樽市青少年活動協会レク・リー
ダー研修

［青少年センター・勤労青少年
　ホーム］
・レーザーディスク映画会
・百人一首勉強会

［婦人文化センター］
・ＮＨＫ合同「婦人文化講演会」
　（～1989）

［児童会館］
・児童会館受託スタート

・札幌市児童会館（南の沢、あけぼ
の、中の島）管理運営業務受託

［企画事業・滝野自然学園］
・星空同好会（～2000）
・天文映画を見る会
・望遠鏡操作講習会
・流れ星を見よう

［青少年センター・勤労青少年
　ホーム］
・勤労青少年ホームの愛称「Let’s」
決まる

・開館記念行事
・ＮＨＫ衛星放送コンサート
・ソリリング大会（～1996）

［婦人文化センター］
・ＮＨＫ合同レディス・プラザ

［児童会館］
・『児童会館の運営（共通理解をはか
るための手引き）』発行

［企画事業・滝野自然学園］
・リトルキャンプ秋のブドウ狩り
・手話通訳者養成講座
・全国指定都市ジュニア・リーダー大
会

・青年学園
・道新ファミリーキャンプ
・学校図書館開放事業開放司書ボラン
ティア養成事業

・交通遺児の会母と子のレクリエー
ション

・ふくろうキャンプ（～1988）

［青少年センター・勤労青少年
　ホーム］
・青少年センター誕生祭（周年行事）
・ドイツフィルムフェスティバル

［婦人文化センター］
・北１条文化ゾーンフェスティバル
（～1997）

［児童会館］
・受託児童会館合同キャンプ「雪と遊
ぼう自然学園」（～1988）

・受託児童会館合同「子育てトーキン
グ」

・児童クラブ設置

［企画事業・滝野自然学園］
・遊雪塾（～1996）
・父と子のアドベンチャースクール
（～1990）

・こいのぼりとあそぼう
・遊山塾レディース登山
・10年記念事業「講演会～かこさと
しの世界」

［青少年センター・勤労青少年
　ホーム］
・トーク＆トーク（～2010)
・サンドアート実験

［婦人文化センター］
・婦人文化センター別館オープン
・話し方講座
・Ｌ・Ｌ研修会
・ワープロ講座（～2001）
・英会話講座（～1995）

［児童会館］
・受託児童会館合同夏季キャンプ

［やまびこ座・こぐま座］
・世界の人形劇を観る会（～1996）
・こどもの文化セミナー（～1997）
・ファミリー劇場「森は生きている」
公演

・影絵講座（～1996）
・やまびこ座夏まつり（～現在）
・やまびこ座読み語りの会（～現在）

［やまびこ座・こぐま座］
・札幌市こども人形劇場「こぐま座
」・札幌市こどもの劇場「やまびこ
座」管理運営業務受託スタート

・こどもの劇場「やまびこ座」オープ
ン記念フェスティバル

・札幌人形劇祭（1972～現在）
・紙芝居腹話術大会
　（1979～1994）
・人形劇の日（1979～2002）
・横浜人形の家交流公演
　（1986～2001）
・人形劇講座（1977～）
・劇あそび講座（～1990）
・風雲やまびこ城（～2001）
・手づくり絵本講習会（～現在）
・手づくり絵本展示会
・紙芝居講習会（～1992／1997～
2000）

・機関誌『こどもの劇場通信』発行
（～現在）

・こども向け機関誌『ヤッホー』発行

・札幌市児童会館（栄西、厚別東、
　新川中央）管理運営業務受託

［企画事業・滝野自然学園］
・札幌市地域子ども会ジュニア・
　リーダー研修会（～1997）
・札幌市地域子ども会シニア・
　リーダー研修（～1998）
・老人大学レクリエーション
・サイクリングキャンプ（～1991）
・スターライトウオッチング
・10年記念事業講演会「日高晤郎
トーク」

・滝野町内会交流会（～1991）
・遊雪塾～スキーがはじめてのお友だ
ちあつまれ!!

［青少年センター・勤労青少年
　ホーム］
・石山青少年会館閉館（建物は石山児
童会館として存続）
・サンドアートコンテスト（～1992）
・機関紙『若い芽』発行（～1991）
・『北海道キャンプ場ガイド』発行
（～1993）
・おもしろタウンラリー（～1991）

［婦人文化センター］
・再就職準備講座（～1991）
・婦人講演会

［児童会館］
・児童会館まつり（～2005）

［やまびこ座・こぐま座］
・腹話術入門講座（～現在）
・さっぽろ野外紙芝居まつり
　（～1991）
・札幌子ども芸能祭（～1991）
・人形劇フェスティバルさっぽろ冬の
祭典（1983～現在）

・劇あそびクラブわくわく座
　（～1991）
・札幌人形劇祭受賞記念公演
　（～2006）

・札幌市こども劇場「やまびこ座」・
こども人形劇場「こぐま座」管理運
営業務受託

・札幌市児童会館（丘珠たから）
　管理運営業務受託
・『児童会館の運営（共通理解をはか
るための手引）』発行

・財団設立10周年記念式典
・札幌市児童会館（発寒、柏丘、いな
づみ、清田中央、北光）

　管理運営業務受託
・財団設立10周年記念誌『10年のあ
ゆみ』発行
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1991 （平成3年度） 1992（平成4年度） 1993（平成5年度） 1994（平成6年度） 1995（平成7年度）
・札幌市児童会館
（宮の沢、里塚、月寒）
　管理運営業務受託
・事務局移転
（北2西7から南9西13の血液セン
ター移転後の施設利用）

［企画事業・滝野自然学園］
・あそびのフェスティバル
（～2005）　
・創造学園（～1995）
・全道ジャンボリー大会
・ファミリーレクバス（～1993）
・山の家冬季野外研修
・よいこの広場（常盤地区）
・1991年皆既日食観望ツアー（アメ
リカ）

・親子のホワイトフェスティバル
・石狩管内体育指導員研修
・門別町家庭教育学級
・石狩支庁老人クラブ大会

［やまびこ座・こぐま座］
・幼児のためのやまびこ座実験劇場
・プロデュース公演「うぬぼれうさぎ」
（～1993）

・演劇学校

［やまびこ座・こぐま座］
・やまびこ座遊劇舎（～現在）
・忍者・黒マント団
・パネルシアター講習会

［青少年センター・勤労青少年ホー
ム］

・青少年センター閉館祭
［女性センター］
・女性センターへ名称変更
・外国人のための日本語講座
（～1999）
・ナイスワークセミナー（～1996）
・機関紙「S・Ｗ・ing（さっぽろウィ
ング）発行（～2003）
・女性学セミナー（～1999）
・子育て講座（～1997）

・札幌市児童会館
（西岡高台、常盤、エルムの森、栄
通、平和）

　管理運営業務受託

［企画事業・滝野自然学園］
・昔の遊びボランティア養成講座
・キャンプ場指導員研修
（～1994）
・交通遺児の会クリスマス
　パーティー（～1998）
・オーストラリア天体観測指導
・南区ハミングのつどい
（～1995）
・新一年生とお母さんのつどい昔遊び
まつり

・女性ボランティア養成講座
（～1994）
・ていねふれあいひろば
（～1994）
・星空のロマン
・キャンプ場指導員研修（～1994）
・婦人交通指導員研修
・母親学習会
・お母さんとつくる木の葉メール
・天体観望会（～1994）
・赤十字高校生トレーニング研修
　（～1994）
・第1回さっぽろふれあいフェスタ

［企画事業・滝野自然学園］
・国際遊びのフェスティバル
・おもしろタウンラリー（～1996）
（青少年センター事業から移管）
・石狩町育成研修会
・黒松内町育成研修
・北海道民生委員連盟研修

［青少年センター・勤労青少年
　ホーム］
・青少年センター南9条に移転
（4月1日よりオープン）
・機関紙『from』発行
（～2000）
・ビデオコンサート（～1993）

［青少年センター・勤労青少年
　ホーム］
・札幌市勤労青少年ホーム開館時間が
22時まで延長
・青少年センターでクリスマス
・教養・文化事業
（講座・サークル・同好会）
・ホーム交流事業
（スポーツ大会・ホーム祭）
・スポーツ事業
（講座・サークル）
・社会参加事業
（独居老人宅除雪他）
・遠友夜学校記念室100周年記念事業

［やまびこ座・こぐま座］
・人形浄瑠璃講習会（～現在）
・プロデュース公演「龍の子太郎」［女性センター］

・男の生活学（～1997）
・託児ボランティア養成講座
（～1998）
・女性文化講演会
・婦人週間ビデオ上映会

［企画事業・滝野自然学園］
・あそびのゼミナール（～1995）
・アウトレジャー振興セミナー
・指導員研修「キャンプの楽しみ方」
・地域子ども会育成者研修会
・道央ブロックジュニア・リーダース
クール

［女性センター]
・ＮＧＯフォーラム北京'95に職員派
遣

・女性活動（男女共同参画）支援事業
（～2002）

・ボランティア日本語講座（～1997）
・家庭の経済学（～1996）
・男性の生活学（～1997）

［やまびこ座・こぐま座］
・ノボシビルスク州立人形劇場
・さっぽろ人形浄瑠璃研究会発足
・プロデュース公演「ぼくは王様」

［児童会館］
・復活ボンバー（～現在）

［企画事業・滝野自然学園］
・青少年赤十字札幌地区研修
・全国生涯学習フェスティバル
　平成遠友夜学校

・札幌市勤労青少年ホーム（中央、円
山、アカシア、ポプラ、豊平、発
寒）管理運営業務受託

・札幌市児童会館
（東苗穂、天神山、真駒内五輪）
　管理運営業務受託

・札幌市児童会館
（もみじ台ふれあい、円山西町、上篠
路＜現・百合が原＞）

　管理運営業務受託

・札幌市児童会館
（美しが丘、八軒北、新発寒）
　管理運営業務受託
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1996（平成8年度） 1997（平成9年度） 1998（平成10年度） 1999（平成11年度） 2000（平成12年度）
・札幌市児童会館（丘珠ひばり・山鼻
かしわ）管理運営業務受託

［企画事業・滝野自然学園］
・「流れ星を見よう」
・田植えツアー
・子ども手作り紙飛行機大会
・富良野市子ども会リーダー養成講習
会

・ハローズファミリーキャンプ大会
・ヘール・ホップ彗星の正体にせまる
・はーとふるキャンプ’96インばんけ
い

・資料『子どもと冬遊び』発行

［やまびこ座・こぐま座］
・こぐま座20周年記念フェスティバ
ル

・プロデュース公演「おバケちゃん」

［やまびこ座・こぐま座］
・演劇学校（～1999）
・絵本ゼミナール（～1999）
・プロデュース公演「グリックの冒険」

［やまびこ座・こぐま座］
・戦中戦後の紙芝居展
・手づくり絵本展
・プロデュース公演「カレドニア号出
帆す」

［女性センター]
・再就職準備セミナー（～2009）
・ベアテ・シロタ・ゴードンさん講演
会

［女性センター]
・おんなの心とからだセミナー
　（～2001）
・事業年報発行
・子育ては自分育てセミナー
　（～1997）
・仕事と育児両立支援セミナー
　（～1999）
・暮らしの中の経済学
・映像で学ぶ女性学
・おんなの心とからだセミナー
　（～2001）
・男女共同参画セミナー平成遠友夜学
校（Let’s中央と北大との共催）

・札幌市ミニ児童会館（南小・菊水
小）管理運営業務受託

・札幌市児童会館（金山）管理運営業
務受託

［企画事業・滝野自然学園］
・滝野アウトドアフェスティバル
・滝野グリーンフェスティバル
（～2000）
・父と子のサバイバルキャンプ
（～2002）
・清田区ふれあいまつり
・幼児の家庭教育講座レク指導
・湧別町こども文化祭
・国際プラザ合同セミナーキャンプ
・南区新１年生とお母さんのつどい
キャンプ

・シニアキャンプ
・子育てリーダー研修

［企画事業・滝野自然学園］
・滝野スプリングフェスティバル
・ファミリーフェスティバル
・少年リーダー養成研修指導者研修会
・環境認識体験学習
・ＹＭＣＡボランティアスクール
・交通資料館まつり
・国際ジュニアアートキャンプ
（～1999）
・さぽーとさっぽろファミリーレクバ
ス
・豊平区新１年生とお母さんのつどい
キャンプ
・国連軍縮札幌会議さよならパーティ

［定山渓自然の村］
・札幌市定山渓自然の村管理運営業務
開始

・６月22日（月）オープンセレモ
ニー

・星空観察会（～現在）
・七夕の集い
・工作会（～2010）
・湯の街探索ツーリング
・原体験''アカエゾマツの森をつくろ
う！（～2004）

・雪とあそぼうファミリーキャンプ
（～2000）

［定山渓自然の村］
・開村記念工作会
・定山渓日帰り自然観察＆温泉ツアー
・草木染め体験＆温泉ツアー
・林業体験会
・祝祭日お楽しみ会（～2000）
・日帰りかんじき体験＆温泉ツアー
・日帰りスノーシュー体験＆温泉ツ
アー（～2000）

・定山渓日帰り歩くスキー体験＆温泉
ツアー（～2000）

・定山渓日帰り森林浴＆温泉ツアー
・日帰り紅葉の夕日岳軽登山＆温泉ツ
アー(～2000)

［定山渓自然の村］
・どきどきわくわく竹とんぼづくり
・かんじき体験＆温泉ツアー
・自然観察＆温泉ツアー

［青少年センター・勤労青少年
　ホーム］
・レッツ・青少年センターよさこい
ソーラン祭り参加（～2001）

・バンドクリニック
・ライブコンサート「Hot Music　
Festival」（～1998）

・地域ふれあい事業

［青少年センター・勤労青少年
　ホーム］
・青少年センター夏まつり
・お正月あそび

［青少年センター・勤労青少年
　ホーム］
・遊育塾「親子体操あそび」
・万華鏡工作会

［青少年センター・勤労青少年
　ホーム］
・発寒勤労青少年ホーム閉館
・青少年センターが生涯学習センター
内に開館

［やまびこ座・こぐま座］
・加藤博さんサントリー地域賞受賞
・ざ・にんぎょうじょうるりユースク
ラス（～現在）

・こぐま座こども人形劇団（～現在）
・演劇キッズ養成講座（～2001）
・北海道の紙芝居　梁川剛一展
・プロデュース公演「僕らの学校物語」

［女性センター]
・男女共同参画セミナー
 （～2009）
・女性のためのこころとからだ相談
 （～2009）

［児童会館］
・プルタブ大作戦（リングプル回収と
車椅子の贈呈事業）開始

 （～現在）

［児童会館］
・札幌市内の児童会館全館受託

［女性センター]
・託児ボランティア養成研修会
 （～2003）
・旅行英会話講座（～2001）
・編集ボランティア養成講座
 （～2002)
・異文化フォーラム（～2001）
・特別女性相談（～2000）
・女性起業家セミナー（共催）

［企画事業・滝野自然学園］
・よつ葉わんぱくカントリー
 （～2004）
・遊びのキャラバン（迷路）
・ファミリードライビングキャンプ
・遊然塾トライキャンプ
・札幌市立幼稚園研究協議会実技研修
会

・私立幼稚園教育研究大会
・学童保育指導員研修会

［女性センター]
・ボランティア会議
・女性問題啓発セミナー
・出前講座（～2003）
・広報誌発行
・映画で学ぶ英会話
・女と男のトークセッション
 （受託）（～2006）
・ふぃ・めーる発行（講座抄録・編集
ボランティア編集～2003）

［やまびこ座・こぐま座］
・初心者のための人形劇講座（～現
在）

・修了生対象人形劇講座（～2008）
・プロデュース公演「サーカス物語～
夢のボロ市～」

［児童会館］
・ミニ児童会館管理運営開始

［企画事業・滝野自然学園］
・たきのまつり
・ワールド・ユース・フェスト
（～2004）
・遊習塾トライキャンプ
・ウインター・チャレンジ・キャンプ

・定山渓自然の村管理運営業務受託
・札幌市ミニ児童会館（富丘小・西野
第二小・札苗小）管理運営業務受託

・札幌市児童会館（あいの里ひがし）
管理運営業務受託

・札幌市児童会館（64館＜市内既存
児童会館全館＞）管理運営業務受託

・札幌市ミニ児童会館（新琴似南小・
北白石小・もみじ台小）管理運営業
務受託

・札幌市児童会館（平岡みどり）管理
運営業務受託

・設立20周年記念誌『20年のあゆ
み』発行

・札幌市天文台の管理補助業務終了

・札幌市児童会館（川北）管理運営業
務受託

・事務所移転（南９条から宮の沢へ）
・札幌市ミニ児童会館
　(前田中央小・ひばりが丘小・東山
小）管理運営業務受託

・協会20周年記念ゆめカレンダー作
成

9

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

年表.pdf   4   12/03/28   12:59



2001 （平成13年度） 2002（平成14年度） 2003（平成15年度） 2004（平成16年度） 2005（平成17年度）
・「i・あいプラン21」スタート
・札幌市ミニ児童会館
 （白楊小、苗穂小、西岡小）
    管理運営業務受託

［企画事業・滝野自然学園］
・さっぽろパフォーマンス
   カーニバル「だい・どん・でん」
・滝野「夏だ！滝野だ！水遊び大集
合！」

・滝野「新春雪遊びの祭典」
・父と子のソフトサバイバルキャンプ

［女性センター］
・男女共同参画サロン（～2005）
・女性問題学習セミナー（～2009）
・男女共同参画週間事業（シンポジウ
ム）（～2006）

・男女共同参画研究事業（～2002）
・編集ボランティア研修会・研究会
（～2003）

・育児・子育て講演会
・グループ相談（～2004）
・女性問題学習セミナー（～2003）
・新聞クリッピング（～2005）
・英語購読講座
・総合相談（～現在）
・女性センター開館20周年記念  
   フェスティバル実施
・世界を読み解くセミナー
・起業準備講座（～2003） 

［やまびこ座・こぐま座］
・プロデュース人形劇（子どもの権利
条約普及啓発人形劇）

「トトコとまほうのなかまたち～オズ
の国までつれてって」（～2003）

・プロデュース公演「虹☆カラクル」
（～2002）

［定山渓自然の村］
・お楽しみ会「名人と遊ぼう」
・森林探訪と温泉の集い
・工作会出前講座
・お楽しみ工作会
（クリスマスリース作り）
・週末ファミリーキャンプ
・施設ボランティア研修
（～2010）
・日帰り軽登山＆温泉ツアー

・総合ネットワークシステム
  (財務システム)導入
・札幌市ミニ児童会館
（厚別北小、真栄小、星置東小）   
   管理運営業務受託

［企画事業・滝野自然学園］
・ハックルベリーアドベンチャーキャ
ンプ

・幼児とお母さんのすくすくキャンプ
・協会ブックレット『雪の大図鑑』発
行

・滝野自然学園運営委員会 (～2008)

［女性センター・男女共同参画セン
ター］

・女性センターのあゆみパネル展
   女性センター閉館パネル展
・男女共同参画センター開館 (9月 )
・男女共同参画センター機関紙「りぷ
る」発行（～現在）

・出前・連携講座(～2004)
・女と男のトークセッション(～
2006)

・男女の人権相談（～2009）
・主催事業抄録「あ．じぇんだ」  
   の発行(～2004)
・起業準備講座（～2004）　　
・昼休みセミナー(～2004)
・男性の意識改革講座(～2004)
・子育てサポートボランティア事業
（～2005）

　親子サロン(～2005)　
・世界を読み解くセミナー  (～2004)
・女子学生就職セミナー（～2004）

［児童会館］
・児童会館全館統一事業～ジャンケン
CUP

［やまびこ座・こぐま座］
・劇☆やまびこ座Youth（～現在）
・静内町人形劇講座（～2004）
・プロデュース人形劇（子どもの権利
条約普及啓発人形劇）「リュウタと
ポチャとクルミの木」（～2004）

・プロデュース公演「うそつきのした
」（～2004）

・あそびのボランティア入門講座

［定山渓自然の村］
・お父さんのためのアウトドア講座
・開村記念日特別プログラム
　森作り体験会「ミズナラ植栽」
・軽登山ガイド（～2006）
・自然の村祭り
・クリスマスお楽しみ会
・雪と遊ぼうファミリーキャンプ　
(～2005)

［企画事業・滝野自然学園］
・ハックルベリーアドベンチャー 
   キャンプ（夏）
・ハックルベリーアドベンチャー  
   キャンプ（冬）
・市電フェスティバル

［女性センター］
・主催事業の抄録の発行 
 「フィーメールぷらす」
   (～2004)　　　
・男女共同参画調査研究事業
 （～2009）

［児童会館］
・メビウススタジオ（～現在）

［定山渓自然の村］
・セルフプログラム「ドラム缶風呂体
験」開始（～現在）

・ファミリーキャンプ
・夕日岳、朝日岳登山と温泉に
　親しむ集い(～2004)
・出前工作会(～現在)
・歩くスキーと温泉に親しむ集い　
(～2003)

［企画事業・滝野自然学園］
・さっぽろ雪まつり大雪像制作団ボラ
ンティア指導業務受託

　（大通４丁目（2004～2008）
 　 大通10丁目（2004～2007）
・カウントダウンサッポロ

［男女共同参画センター］
・情報センターだよりの発行
（～2009）
・男女共同参画学生のための就職準備
セミナー(～2006)　　　

・世界のジェンダーポスター展
   (～2005)　
・男性のためのライフスタイル（プラ
ン）講座（～2008)

・子育てサポートボランティア養成講
座（～2006）

・男女共同参画多目的フリースペース
事業(～2005)　

［児童会館］
・こども運営委員会スタート
 （とんちんかん）
・530（ゴミゼロ）の日

［やまびこ座・こぐま座］
・こどものための伝統芸能体験
・プロデュース人形劇
　（3歳からの初めてみる名作人形劇
シリーズVol.1）「シンデレラ」
（～2006）

［定山渓自然の村］
・ゴールデンウィークお楽しみ工作会
・わくわくファミリーキャンプ
・スノーシュー体験と温泉に親しむ集
い

・クリスマス特別プログラム
　（～現在）

・札幌市ミニ児童会館（白石小、あや
め野小、東園小、南月寒小、定山渓
小、西白石小）

　管理運営業務受託

［企画事業・滝野自然学園］
・道新夏休み健康村最終年
・リトルキャンプ（夏）
・リトルキャンプ（春）
・さっぽろ雪まつりさとらんど会場レ
リーフ制作及び指導業務（2005～
2007）

・インターナショナル・ユース・エク
スチェンジ(～2007)

・スノー&アイスキャンドル大作戦
（～現在）

［青少年センター・勤労青少年
　ホーム］
・独立行政法人雇用能力開発機構から
「ヤングジョブスポット」事業を受託

［男女共同参画センター］
・編集ボランティア講座 (～2006)
・男女共同参画学習会(～2006)
・男女共同参画国際交流事業
　(～2007)
・アサーティブネストレーニング
・「女性に対する暴力をなくす運動」
期間啓発事業

・男女共同参画学生のためのキャリア
形成講座

［定山渓自然の村］
・テントで過ごすはじめてキャンプ
・秋を楽しむファミリーキャンプ
・国際哺乳類学会ヒグマ市民シンポジ
ウム参加

・定山渓朝日岳登山と温泉に親しむ集
い（～2006）

・森の学習会（～現在）

［やまびこ座・こぐま座］
・こどものための人形劇☆演劇体験シ
リーズ（ＭＡ・ＳＯ・ＢＯ）

・手づくりおもちゃ講習会
・バクストン国際人形劇フェスティバ
ル派遣事業

・プロデュース人形劇（3歳からの初
めてみる名作人形劇シリーズ
Vol .2）「にんぎょひめ」（～
2007）

・プロデュース公演「その手の物語」
（～2006）

［児童会館］
・あそびのフェス最終年
・不登校や引きこもりの児童に関する
関連事業（麻生児童会館）

・児童会館ニュース発行
 （年１回/～2008）

・財団法人 札幌市青少年婦人活動協会
を「財団法人 札幌市青少年女性

   活動協会」に名称変更
・札幌市男女共同参画センター管理運
営業務受託

・札幌市ミニ児童会館（本郷小、上野
幌東小、発寒小、前田小、資生館
小）管理運営業務受託

・札幌市ミニ児童会館（中沼小、南郷
小、平岸小、中央小）管理運営業務
受託

・指定管理業務（札幌市屯田北児童会
館）開始
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2006（平成18年度） 2007（平成19年度） 2008（平成20年度） 2009（平成21年度） 2010 （平成22年度）
・指定管理業務（児童会館103館、こ
どもの劇場、こども人形劇場、定山
渓自然の村、エルプラザ公共４施
設）開始

・札幌市ミニ児童会館（三角山小、拓
北小、豊園小、平岸高台小、澄川南
小、藤野南小、西園小、新発寒小）
管理運営業務受託

［企画事業・滝野自然学園］
・遊びのキャラバン（迷路）
・鉄西夏まつり（第27回鉄西夏まつ
り実行委員会）

［青少年センター・勤労青少年
　ホーム］
・若年無業者（NEET）への職業的自
立支援のため、厚生労働省「地域
若者サポートステーション」受託
開始

［男女共同参画センター］
・男女共同参画ワークショップ開始
・ボランティア事業開始（学習支援、
広報紙、子育てサポート、クリッピ
ング）(～2009）

・「デアイバチ」フェア（エルプラま
つり）（～現在）

［児童会館］
・子育てサロン（～現在）
・屯田北児童会館３月に開館
・中高生夜間利用20館でスタート
（～現在（103館）

・清田遊びの達人（清田区合同キャン
プ行事） 

［やまびこ座・こぐま座］
・こどものための舞台芸術体験「ふれ
アート」（～現在）

・やまびこ座子育ちシンポジウム（～
2007）

・周辺小学校提携指導事業（～現在）
・東区市民劇団育成事業（～現在）
・こども人形劇場こぐま座30周年記
念事業

・人形劇公演観劇スタンプラリー（～
現在）

・読み語り入門講座（～現在）
・プロデュース人形劇（3歳からの初
めてみる名作人形劇シリーズ
vol.3）「ヘンゼルとグレーテル」
（～2008）

・お母さんのための演劇講座

［定山渓自然の村］
・定山渓の草花と温泉に親しむ集い
・はじめてのダッチオーブンファミ
リーキャンプ

・家族でスノーキャンドルファミリー
キャンプ

［環境プラザ］
・指定管理業務開始
・親子で作るエコワークショップ（～
2007）

・小学生のための自由研究応援セミ
ナー

・教職員のための環境教育（～2007）
・札幌遺産

［市民活動サポートセンター］
・指定管理業務開始
・市民活動情報誌「みんなのしみサポ
」の発行（～現在）

・メールマガジンの発行（～現在）

・札幌市ミニ児童会館（大谷地小、旭
小、八軒西小、平和通小、新琴似
小、北園小、東橋小、上白石小、羊
丘小、澄川小、八軒小）管理運営業
務受託

［企画事業・滝野自然学園］
・滝野自然学園キャンプ事業
・交通資料館まつり
・21世紀東アジア青少年大交流事業
・さっぽろ雪まつり札幌市大通4丁目
大雪像制作団指導業務

・さっぽろ雪まつり第2会場（つどー
む会場）模型制作業務

・こども情報誌『あそぼ』発行（年4
回）

［男女共同参画センター］
・エルプラまつり
・鉄西まちづくり学生推進委員会との
協働開始

・男女共同参画週間講演会
・男女共同参画ワークショップ『「気
づき」のための実践ノート』発行

・抄録『束縛は愛情？子どもたちの恋
愛感からデートＤＶを考える』発行

・情報センター「ブックフェアー」

［児童会館］
・中高生夜間利用事業の愛称が「ふ
りーたいむ」に決定

［やまびこ座・こぐま座］
・プロデュース人形劇（アイヌ民話人
形劇）「空飛ぶ少年ポイヤウンペの
冒険」（～2009）

・プロデュース公演（東区市民劇団オ
ニオン座公演）「スタンド・バイ・
ミー」

［定山渓自然の村］
・自然の村10周年記念事業
・「マスコット製作、バードコール
　プロジェクト、育樹体験会」
・幼児のための野遊びの森（～
2010）

・フルーツ・クッキング倶楽部（～現
在）

・やさしいシルバー軽登山
・自然＆環境ワークショップ（～
2010）

・地域連携事業「定山渓ファミリーデ
イウォーク」

［環境プラザ］
・情報誌「えこぽろ」に変更
・中間支援組織会議・北海道始動（～
現在）

・環境関連12施設連携会議・事業
（～現在）

［市民活動サポートセンター］
・団体運営のための広報講座
・市民企画講座報告冊子発行
・しみさぽ調査隊（～2009）
・団体活動紹介ファイル作成、閲覧
コーナー開設

［企画事業・滝野自然学園］
・音のキャラバン「どれみ横丁」
・わくわくカヌーチャレンジキャンプ
・ミニさっぽろ(～現在）

［男女共同参画センター］
・男女共同参画週間講演会『「結婚」
の理想と現実』

・女性に対する暴力をなくすための講
演会（～2009）

・情報センター「Happyなくらしの
120冊」発行

・情報センター読み聞かせ講座

［児童会館］
・ミニさっぽろ
・中高生フェスティバル（～2010）
・カヌーキャンプ（～2010）

［やまびこ座・こぐま座］
・中島児童会館・こぐま座開館記念祭
～かもくま祭～（～現在）

・こぐま座あそびの劇場（～現在）
・やまびこ座舞台スタッフ養成講座
（～現在）

・プロデュース人形劇（親から伝えゆ
く～日本の昔話・民話）「竹取物語
」（～2009）

・プロデュース公演「どったんばった
ん写真館」

・やまびこ座インターナショナルジュ
ニア・アートキャンプinさっぽろ

［定山渓自然の村］
・はじめてのファミリーデイキャンプ
（～2009）

・春の林間森林浴ウォーク
・軽登山＆温泉ガイド
・地域連携事業「touch the art」
・スノーキャンドルふれあいロード
（～2009）

［環境プラザ］
・さっぽろ環境ポスター事業（～2009）
・市民連携企画「北海道環境教育ミー
ティング」

・企業タイアップ事業（～2009）

［市民活動サポートセンター］
・融資活用講座
・ステップアップ講座～NPO法人に
なるには

・市民企画講座（～2009）
・しみさぽ出張所（～2009）

［企画事業・滝野自然学園］
・滝野自然学園購入自主運営開始
・滝野自然学園利用促進事業「たきの
森のようちえん」「たきの森のがっ
こう」

・さっぽろ雪まつりつどーむ会場管理
運営業務（2009～現在）

・さっぽろ・こども情報紙「あそぼ」
（年６回発行）(～現在）

・文部科学省「長期自然体験指導者養
成講座」

［青少年センター・勤労青少年
　ホーム］
・「土曜はコトニ」実行委員会運営業
務

・「土曜はコトニ」西区文化フェス
ティバル

［男女共同参画センター］
・男女共同参画週間講演会
・抄録「デートDVを防止するために
大人たちにできることとは」発行

・情報センター「Happyなくらしの
120冊 2」発行

・心とからだセミナー
・男女共同参画ワークショップ体験会

［児童会館］
・子どもサミット
・中島児童会館開館60周年事業

［やまびこ座・こぐま座］
・プロデュース人形劇（アイヌ民話人
形劇）「金のひしゃく銀のひしゃく
」（～2010）

・プロデュース公演（東区市民劇団オ
ニオン座公演）「ヒア・カムズ・
ザ・サン」

・さっぽろ人形浄瑠璃芝居あしり座
15周年記念

・やまびこ座北海道人形劇フェスティ
バル50周年記念

・やまびこ座バクストン国際人形劇
フェスティバル派遣事業

・「人形劇場とらまる座」派遣公演事
業

・「芸術文化の力を地域の街づくりに
生かす」シンポジュウム

［定山渓自然の村］
・地域連携事業「豊平峡歴史ツアー、
チェーンソークラフト」

・シルバーくつろぎ倶楽部（～現在）
・ファミリーレンジャー
・ファミリーキャンプ
・ファミリーデイキャンプ
・石狩森林管理署と「遊々の森」協定
締結

［環境プラザ］
・ブログ開始（～現在）
・「環境プラザがやってきた 開始
　（～現在）
・オリジナル環境パネル作成

［市民活動サポートセンター］
・市民活動ビデオ放映開始（～現在）
・市民企画講座「団体交流会」開催
・市民企画講座報告冊子発行

・札幌市滝野自然学園を自主運営施設
として管理運営業務開始

・札幌市ミニ児童会館（屯田北小、手
稲東小、太平小、元町小、厚別東
小、美しが丘小、清田緑小）

　管理運営業務受託
・こども基金開始
・札幌市青少年センター、中央・円
山・アカシア・ポプラ・豊平勤労青
少年センター廃止(3月31日) ［企画事業・滝野自然学園］

・「水道展2010」受託（水道記念
館：水道サービス協会）

・「下水道科学館フェスタ」受託（下
水道資源公社）

・第62回さっぽろ雪まつり大雪像制
作に伴う職員派遣業務（大通５丁目
会場）及びボランティア指導業務

・冬トピア2011の事業の一部受託

［若者支援総合センター・若者活動
　センター］
・勤労青少年ホームが若者支援総合セ
ンター・若者活動センターに

・若者サポートステーションが勤労青
少年ホームの指定管理者による自主
事業という位置づけから、札幌市若
者支援総合センターにおける札幌市
の取り組みの一部へと変遷

・内閣府モデル事業「子ども・若者支
援地域協議会」立ち上げ

［男女共同参画センター］
・男女共同参画週間講演会「買い物、
恋愛、仕事に"依存"する女性たち」

・出張講座（組合、自治体、公的機関
など）９箇所で実施。

・チャレンジ支援事業開始
・私らしく働くチャレンジスペース
「HappyEgg」活動開始

・女性に対する暴力をなくすための運
動「法は女性を守れるか」

・上野千鶴子さん講演会「男おひとり
さま道」

・男女共同参画センターサポーター活
動開始

［定山渓自然の村］
・期間限定特別プログラム樹液採取プ
レミアムプラン（～現在）

・遊々の森ファミリーレンジャー（～
現在）

・ナイトカフェ（～現在）
・道産素材で大人の野外料理研究会
（～現在）

・ファミリーキャンプ2010
・やさしいシルバー低山登山（～現
在）シルバーゆったり倶楽部

・親子のための野遊びくらぶ
・定山渓フットパス研究会（～現在）
・スノーキャンドルふれあいタイム
（～現在）

［環境プラザ］
・対談シリーズ講座「林心平×動物の
人」（全６回）実施

・環境プラザ専属こどもエコクラブ発
足

・展示コーナーでの幼児事業開始
・展示物と連動ワークシート製作
・環境関連12施設連携「お出かけガ
イド」製作

［やまびこ座・こぐま座］
・札幌・ノボシビルスク姉妹都市提携
20周年記念公演

　・プロデュース公演（東区市民劇団
オニオン座公演）「ハロー・グッド
バイ」

［市民活動サポートセンター］
・人材育成事業「まちづくりいっぽ・
にほ・さんぽ」

・ポイント講座プログラム「プロが教
える！イベントチラシ作成の極意」

・ポイント講座プログラム「協働企画」
・パワーサロン
・しみサポサロン

［青少年山の家］
・指定管理業務開始
・トライキャンプ

［北方自然教育園］
・指定管理業務開始
・自然体験学習会（年12回）
・北方ママカフェ（年6回）
・昆虫ワクワク隊

［児童会館］
・中高生夜間利用事業全館で実施

・札幌市ミニ児童会館（北都小、三里
塚小）管理運営業務受託

・指定管理者業務（青少年山の家）開
始

・指定管理業務（若者支援総合セン
ター、宮の沢・中央・アカシア・ポ
プラ・豊平若者活動センター）開始

・指定管理業務(北方自然教育園）開
始
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1980
アメリカ、日本など65カ国がモスクワ五輪をボイコット。
イラン・イラク全面戦争に突入。山口百恵氏引退。
千歳空港駅開業。アメリカ第40代大統領にロナルド・レーガン氏
選ばれる。ジョン・レノン氏死去。ヨハネ・パウロ2世初来日。

４月
・財団法人札幌市青少年婦人活動協会設立（職員数15名）
・青少年レクリエーションセンター管理運営補助業務受託
　（～1988.3）
・滝野自然学園管理運営補助業務受託（～1999.3）
・札幌市中央勤労青少年ホームへ職員派遣（1名）
・札幌市豊平勤労青少年ホームへ職員派遣（2名）
・札幌市石山青少年会館へ職員派遣（1名）（～1990.3）

５月
・札幌市ポプラ勤労青少年ホームへ職員派遣（1名）
・札幌市豊平勤労青少年ホームへ職員派遣（1名追加）

１０月
・札幌市アカシア勤労青少年ホームへ職員派遣（1名）

・青少年指導者（グループ・ワーカー）養成講座（～2010）
・じゃがいもキャンプ（～1990）
・みどりとあそぼう自然学園
・肢体不自由児キャンプ（～1990）
・道新冬休み健康村（～1990）
・子ども会シニア・リーダー研修（～1998）
・各区子ども会ジュニア・リーダー研修（～1997）
・母と子のあそびの学校（～1991（1982年2月より婦人文化センター
事業））
・仲よし子ども館母親学習会
・婦人ボランティアスクール（1975～1988）
・『レクリーダーの手引き（ゲームとプログラム）』発行
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ほか

社会背景

受託施設

事　業

「青少年指導者（グループ・ワーカー）養成講座」開講（～2010.3）

「滝野自然学園管理運営補助業務」受託（～1999.3）

　札幌市教育委員会は滝野地区の在籍児童の減少により1971年3月、閉
校した滝野小・中学校を改修し、野外教育施設「滝野自然学園」を同年

8月に開設。1978年度までは市教育が管理運営
していたが、1979年度に当協会の前身であるグ
ループ・ワーク協会が札幌市教育委員会から管
理運営補助業務の委託を受け、その後活動協会
の設立とともにその業務を引き継いだ。
　以来、小学5年生の宿泊学習や青少年団体の野
外活動の場所として利用されている。2008年度
に当財団が札幌市から購入し、「森のようちえ
ん事業」をはじめ、市民の野外活動の場所とし
て親しまれている。

　財団設立時、「現代社会では豊かな人間性や社会性を育てていくこと
が重要な課題」と考え、その課題に取り組む手法としてグループ・ワー
クを取り上げ、専門的な知識をもち、実践的活動ができるグループ・
ワーカーを養成することを目的に始まった。25歳までの青年を対象
に、講義・宿泊研修・グループ演習、実習などをとおして青年指導者を
養成。通称ＧＷ（ガウ）。

　数年前「仕事でお酒を飲む機会があったときに、『よしよしさんで
すか？』と店員（どんなお店かは秘密です）さんにキャンプネームで
声をかけられました。驚いて話を聴くと自分が20年以上前にグループ
リーダーをした 『みどりと遊ぼう自然学園』に参加していた当時の子

ども（参加者）でした。グループファイヤーで
自分が勇気を出して伝えたことをよく覚えてい
てくれ、とてもうれしく感じた思い出がありま
す。
　GWの講座は最初みんなの中に入っていけず、
苦痛に感じたこともありましたが、徐々に好き
なことを言い合えるようになって居場所ができ
た感じになりました。出会って四半世紀以上た
ちますが、今でもたまに当時の仲間が集まって
酒を片手に交流を深めています。
（6期の吉藤義知さん）

PickUp!

（昭和55年度）

滝野自然学園

キーワードリレー キーワードでつなぐ、「ひと」・「もの」・「できごと」etc・・・
私たち、活動協会のいろいろなことが見えてくる

活動協会の歴史を語るにははずせない
キーワード

　ＧＷのきっかけは、今は亡き順先生に「き
よ、面白い事やるから来いや！」のお誘い
からでした。
　仕事をしながらの研修は、毎年落第ぎり
ぎりの修了だったと思います。
　研修修了後、" 地域の親父 " になるまで
に 3 年を要し、子ども会、町内会、PTA、
まちづくり協議会、等々で実践を重ねて来
ています。
　それは、多分、私のライフワークとして、
これからも一生続くことでしょう！

1980 年【グループワーク養成講座・GW】

Start

写真は 2007 年度のものです

歴史ある GW の
「最後の年」の
事業担当者

GW の聖地

GW30 期担当者・山名徹
（現・若者支援総合センター勤務）
　ＧＷの閉講式。今でも鮮明に覚えていま
す。１期から３０期まで修了生が一同に集
まったあの空間。
　ＧＷが目指していたもの、ＧＷが教えて
くれたこと、その成果は閉講式参加者の笑
顔と自信に形を変えて表れていました。こ
れからも成果は続くことでしょう。。。
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1981
千歳‐ホノルル直行便就航。ホワイトイルミネーションが
はじまる。米スペースシャトル「コロンビア」打ち上げ成功。
イギリスのチャールズ皇太子とダイアナ妃結婚。
京都大学の福井謙一教授、ノーベル化学賞を受賞。

４月
・札幌市天文台管理運営補助業務受託（～2000.3）
・札幌市中央勤労青少年ホームへ職員派遣（1名追加）
・札幌市円山勤労青少年ホームへ職員派遣（1名）
・札幌市アカシア勤労青少年ホームへ職員派遣（2名追加）
・札幌市ポプラ勤労青少年ホームへ職員派遣（2名追加）
・札幌市石山青少年会館へ職員派遣（1名追加）
・札幌市婦人文化センターオープン準備開始
１１月
・札幌市婦人文化センター管理運営業務受託
１月
・札幌市発寒勤労青少年ホームへ職員派遣（3名）
２月
・札幌市青少年センター管理運営業務受託　事務局移転

・道新夏休み健康村（～2007）
・道新春休み健康村（～1987）
・移動天文台
・札幌市子ども文化祭
・父と子のキャンプ（～1984）
・新1年生とお母さんのつどい関係事業
・よい子の広場

〔札幌市婦人文化センター事業〕
　・ボランティア機関紙『ぬくもり』発行（～1998）
　・ボランティア・ビューロー研修会（～1998）
　・料理講座（～1995）
　・一般相談（～2000）
　・婦人文化センター（女性センター・男女共同参画センター）　
　フェスティバル（～2004）
　・健康講座（～1984）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ほか

社会背景

受託施設

事　業

「道新健康村」道新・道新観光との共催で小学校高学年を対象としたキャンプ事業

「札幌市婦人文化センター管理運営業務」受託

　1981年12月、当時の婦人会館が手狭になったことと、女性の一層の
生活文化の向上、婦人活動の推進、福祉の増進のために開設され、当財
団に管理運営業務を委託された。女性の自主的活動の場の提供をはじ
め、女性問題、女性のための情報を取り入れた事業展開のほか、幅広い
男女の共同参画を目標に多くの男性の参加も呼びかけた。

　1981年1月に「冬休み健康村」から始まり、同年7月に「夏休み健康
村」、1982年3月には「春休み健康村」を開催し、季節に応じた遊びとグ
ループ活動を通して自分の役割を再発見できるプログラムを提供してき
た。当事業の大きな特徴はグループ・ワーカー養成講座（Ｐ17）の受講
生や修了生をグループリーダーとして配置し、子どもたちと生活を共に
することで、子どもと青年ともに貴重な体験を共有できたことである。
　一般ファミリーのキャンプ普及や子どもたちの生活環境が変化するな
かで、「春」は1986年度、「冬」は1989年度に終了し、「夏」のみ真
狩、ニセコ、穂別、日高と会場を変えながら実施した。2007年度に一定
の役割を果たしたとして事業を終了した。

　天文台は1958年9月1日に中央区中島公園に、当時としては最新の設備
により開設した。活動協会はその設置目的をふまえ、青年をはじめ、多
くの市民が天体に関する興味と理解を抱いて「気軽に天文観測を楽しめ
る」場として、子どもたちには、宇宙への夢
を感じ、豊かな想像力を育むことを狙って、
1981年4月より補助業務を開始した。夜間公
開事業やグループ活動の場として、星空同好
会の開催など多彩で広がりのある活動を行っ
た。

「天文台管理補助業務」

（昭和56年度）

（1992年4月札幌市女性センターに名称変更）

いきなりクイズコーナー！　【(内輪ネタでスイマセン ) キャンプネームをあてよう！】
※①～⑦のかわいい「あだ名」、これはＡ～Ｇにあげたどの協会職員のキャンプネームでしょうか？

答え：①－G、②－Ｃ、③－Ｅ、④－Ｆ，⑤－D、⑥－Ａ、⑦－Ｂ

下川原歩
（現・二十四軒
児童会館勤務）

「よいこの広場」
☆P37

【1991 年】PICKUP へ

島田のかあさん
&とうさん

リトルキャンプ
☆P18【1984 年】
PICKUP! へ→

15

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

1980-1984.pdf   2   12/03/28   12:54



1982

1982

サンピアザ水族館開館。ていねプールオープン。モナコのグレー
ス王妃自動車事故で死亡。CD（コンパクト・ディスク）発売。
ソ連・ブレジネフ書記長死去。映画「Ｅ.Ｔ」公開。

４月
・札幌市中央勤労青少年ホームへ職員派遣（１名追加）
・札幌市円山勤労青少年ホームへ職員派遣（１名追加）

・野外活動指導員研修（～2011）
・シニアリーダー修了者研修会
・天文指導員研修
・厚真町/札幌市交歓キャンプ
・海洋少年団全国大会
・新1年生とお母さんのつどい10周年交流会
・ヤングフェスティバル・イン・サッポロ
・子ども会育成者研修
・日帰りじゃがいもキャンプ
・日赤奉仕団研修
［札幌市青少年センター事業］
　・石狩町ジュニア・リーダー研修
　・江別市子どもの日行事企画講習
　・札幌青年グループリーダーセミナー
　・青少年センター国際交流（～1987）
［札幌市婦人文化センター事業］
　・婦人ボランティアスクール（～1998）
　・婦人文化センターだより『せんのき』発行（～1991）
　・母と子のあそびの学校（～1991）
　・婦人通信講座（～1992）
　・婦人リーダー研修会（～1992）
　・ふるさと見学会
　・レクリエーション研修会（～1992）
　・女性学講座（～1991）
　・法律相談（～現在）
　・週間特別相談（～1999）
   　　　　　　ほか

社会背景

受託施設

事　業

「札幌市野外活動指導員研修」指導業務開始

「札幌市青少年センター管理運営業務」受託

　1979年3月の札幌市青少年問題協議会の答申に「青少年センター」の
必要性がうたわれ、1982年2月、旧札幌市婦人会館を改装し開設され、
当財団が受託することになった。勤労青少年ホームや区民センターなど
とは異なり「青少年の自主的な活動の場の提供」を掲げ、大学生や高校
生といった在学青少年も対象とした、より自由な利用法を展開した。ま
た、センター内に財団事務局が置かれ、財団設立目的であるグループ活
動事業と一体となり連携を図りながら運営を進めることにより大きな成
果をあげていった。

・広報誌『若い芽』発行
・『北海道キャンプ場ガイドブック』の発行
・トーク＆トーク
・情報コーナーの設置

　あまり外に出られない方や昼間は勤めていて受講が困難な方でも家庭
にいながらにして気軽に学習できる機会を通信という形式で実施。教
育・保健など女性に関心の高いテーマを設定し、各分野の専門家による
通信文の郵送のほか、スクーリングも交えて実施した。

　札幌市教育委員会が1974年から実
施している事業で、野外活動に役立つ
知識や技術、楽しい遊びの方法などに
ついて講義や実習を担当した。現在
も、指定管理施設の定山渓自然の村や
青少年山の家が実施する各種プログラ
ムの補助スタッフとして実践研修の受
け入れを行っている。

「婦人文化センター『婦人通信講座』開始

（昭和57年度）

（昭和57年度）キーワードリレー

北2条西7丁目にあったころの
施設外観

北2条西7丁目にあったころの
施設外観

　「リーダー研修では皆が前向き
で、周りのみんなをどう楽しませ
るか、ということを一生懸命考え
ていたように思います。人の気持
ちをひきつけて組織（グループ）
を強くすることや空気をよむ力、
統率力、リーダーと言われるよう
になるとリーダーとして振舞わな
ければならない、ということも学
ぶことができ、あの研修会はリー
ダーの帝王学だと思いますね」

◆森井与善さん（現・札幌市立札幌中学校教諭）
　「キャンプで子どもと遊ぶためのいろいろな
ことを知りたいと思っていたところに『星空
同好会』という講座に参加したのが、その後
いろいろな仲間が増えるきっかけになりまし
た。同好会では石山さんの星の話やギリシャ
神話の話は楽しかった！私はこの事業の１期
生なのですが、今でも当時の仲間で例会をし
ています。同好会の仲間同士で結婚する人た
ちも多く、その子どもたちと一緒に夏のキャ
ンプに出かけて星を見るのも楽しいですね。」

ドンガバ村
　子ども会のリーダーたちに、自然を切り開きな
がら集団生活の仕方やリーダーシップを学びとっ
てもらうことを目的としたユニークな「開拓キャ
ンプ」。ドンガバ村憲法「働かざる者、食うべからず」

があった。風力発電設
置（！）などの開拓作業
のほか、食料買い出し、
ドンガバ村通貨“ガバス”
の管理、村内警備など
全ての運営を子どもた
ちが分担して行った。

子ども会

天文台

石山勝則さん
（元活動協会職員）
→☆P36 【1990 年】PICK UP! へ

そしてもう一つ
の顔、星空同好
会の担当者でも
ありました。

天文台と言えば
この方・・・

あ
の
頃
の
ぼ
く
は
今

村
旗
に
向
か
っ
て

（現・幌西児童会館勤務）
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1983
市民憲章推進こども会議開催。東京ディズニーランドオープン。
NHK「おしん」放映。ソ連空軍機、領空内に侵入した大韓航空
機を撃墜、269人全員死亡。世界自転車選手権、中野浩一氏史上
初7連覇。三宅島大噴火。

・中学生キャンプ（～1984）
・冬の祭典
・母親学園
・北郷子どもフェスティバル
・児童会館職員・指導員研修
・苫前子ども会20周年記念フェスティバル
・全郵政 北海道レクリーダー養成講座
・UHBチャリティクリスマス子供劇場

［札幌市青少年センター事業］
　・おもしろタウンラリー開始（～1991）
　・「キャンプ場案内」発行（～1995）
　・ステージングクリニック
　・コンサート（～1999）

受託施設　なし

社会背景

受託施設

事　業

「中学生キャンプ」

「おもしろタウンラリー」

　タウンラリーとは街の中で行うオリエンテーリングのこと。普段何気
なく見ている街角にいろいろな発見があり、街中のショップなどにも
チェックポイントとして協力していただいた。参加した方のエピソード
に「どう地図を見ても中央警察署が
チェックポイントの場所。警察署が
チェックポイントである訳ない・・
という勝手な先入観でタイムロスを
した・・・警察署もポイントとして
協力していたようで・・（笑）」青
年ばかりではなく、家族の参加も毎
年多数あった事業。

　中学生を取り巻く環境が複雑となっていることから中学生を対象とし
た4日間の移動キャンプを企画した。事前研修１回で小学生キャンプ同
様に青年リーダーを配置し、千歳市の漁川（いざりがわ）ダムから滝野
自然学園に至る行程を自炊しながら歩いて移動し、4日間を仲間と過ご
した。「最終日のグループファイヤーでは、きついキャンプを共にして
きて、どうだった、こうだったといろいろ話して、同じ生活の体験も明
日終わってしまうという思いで皆が泣けてしまった。」（事業担当の
ヨーカンさん）というエピソードも。

　世界一周ゲームトレールと称して
「ブラックホール（NASA）」「ゴ
キブリホイホイ」「ビックリフィッ
シング」「サファリハンティング」
など7種類のゲームコーナーを担当
し、会場の教育文化会館はたくさん
の親子連れでにぎわった。

「子ども文化祭」

（昭和58年度）

（1985年からラルマナイキャンプと名称変更）

PickUp!

　7年間の子ども会活動やリー
ダー研修会で鍛えられた野生児
精神（？）は「あったらいいの
に今ないもの」を作り出す原動
力になっています。さっぽろの
子どもたちの様子を伝えたいと
発行し始めた『あそぼ』では、
札幌でさまざまに行われる子ど
もが体験できる場の情報や協会
職員の日ごろの取り組みを伝え
たいと思っています。

発行物／さっぽろ
こども情報紙 出版物／『子どもとあ

そぶシリーズ 1・2』
→P93 ～ 94
【発行物特集】ページ
へ！

◆さっぽろ村ラジオ
吉泉さん
　メビウスチームが大変お世
話になっている札幌市東区の
コミュニティ FM「さっぽろ村
ラジオ」のパーソナリティー
が吉泉さん。自主制作映画「メ
ビウスフィルム」の制作で、「台
本の作り方から時間配分（プ
ログラム設定）、語り方、感じ
方、機材操作技術の指導等『子
どもたち自らがラジオ番組を
操作できるように』を念頭に
かかわっています。」児童会館
の子どもたちにとって吉泉さ
んの存在は、良きパーソナリ
ティーであり、身近な相談役
であり、子どもの成長を見守
る地域の一員です。

だいどんでん
→☆P61【2001 年】
PICKUP! へ メビウススタジオ

（児童会館映像グループ）
→☆P83【2008 年】
PICKUP! へ

札
幌
の
街
に
子
ど
も
の

夢
い
っ
ぱ
い
！

放
送
業
界
で
お
世
話
に

な
っ
て
い
る
方
と
い
え
ば
！

（現・企画事業課勤務）

こま名人
安田行宏
（現・山鼻かしわ
児童会館勤務）
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1984

1984

日本男女とも「世界一の長寿国」に（平均寿命男74.20歳、女
79.78歳）。ロス五輪陸上競技でアメリカのカール・ルイス氏が
４冠達成。日本勢も体操の具志堅幸司氏、柔道の山下泰裕氏ら
が金メダルを獲得。科学万博「つくば ’85」開幕。

・遊習塾リトルキャンプ（～現在）

・アウトドアスクール
・シニアリーダー研修（開拓キャンプ・雪中キャンプ）
・子ども会リーダー道内および道外研修
・楽しい天文の夕べ
・児童福祉週間記念行事
・子どもサミットインほっかいどう
・『レクリーダーの手引（キャンプとプログラム）』発行

　
［札幌市婦人文化センター事業］
　・ティータイムサロン（～1991）
　・ティータイムサロン小冊子発行（～1993）
　・託児ボランティア（～2003）
　・レディースワープロ講座（～1999）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　ほか

社会背景

事　業

「アウトドアスクール」

遊習塾「リトルキャンプ」

　2期制で実施（一時3期制）。現在ではファ
ミリーキャンプもスタンダードになり、低学
年を対象としたキャンプ事業は当協会以外で
も多数の団体等で実施しているが、当時はま
だ「低学年では無理だろう」という考え方か
ら、実践例が少なかった。
　1回限りのキャンプではなく、親子が何回か
集まり「仲間作り、遊び、協力」などと段階
を踏まえて、最後は子どもたちだけのキャン
プ体験というスタイルを構築した。保護者か
ら離れて3日間、それだけでも子どもたちに
とっては不安や緊張が伴うが、各グループに
青年リーダーを配置し、キャンプ本番までの
数回のプログラムでその不安も解消し、参加者一人ひとりがこのキャン
プで成長した。毎年楽しみにして欠かさず参加してくる子どもや、親子2
代でリトルキャンプに参加するご家族も登場するほど、歴史ある事業。
　リトルキャンプに参加して「一人で着替えができるようになった」、
「あいさつをしっかりするようになった」、「食べ物の好き嫌いが減っ
た」・・・などキャンプを通してそれぞれに小さな成長が生まれている。

　前年の中学生キャンプを発展させ、名称も「アウトドアスクール」と
して開始。
　移動式キャンプを継承し、恵庭市ラルマナイ川流域や空沼をキャンプ
地として、日程も5泊6日に延長して実施。電気や水道の及ばない場所
での活動を通して自己の生活を振り返り限
界に挑戦すること、自然の大切さ、親しみ
喜びを体験した。また、今回から各グルー
プに青年リーダーは配置せず、中学生の自
主性を尊重したキャンプ事業とした。この
中学生アウトドアスクールをとおして、自
分と仲間を信じる強い心の存在に気づけた
ようだ。

（昭和59年度）

（昭和59年度）

受託施設　なし

受託施設

キーワードリレー

PickUp!

縁の下の力持ち・栗田孝弘
（現・宮の沢若者活動センター勤務）
「だい・どん・でん」では、トラックの
中で排気ガスと戦い、発電機の火事に
おびえながら音響を担当しています。

千葉雅美さん（元 街創造スタッフ）
街創造スタッフとして参加し始めたのは、大学１年
の時。「ボランティアをしてレポートを書く」課題の
ためでした。その後イベント作りの魅力にはまり、
大学生活のほとんどを街創造スタッフとして過ごし
ました。現在はイベント MC などの仕事をしていま
すが、初めてのステージ司会は「だい・どん・でん！」
の音楽ステージでした。その時に音響を担当してく
ださっていたのが、職員の栗田孝弘さんです。その
出会いがきっかけで、今では「宮の沢若者活動セン
ター祭」の司会などをさせていただき、ずっとつな
がりを持てていることに喜びを感じています。これ
からも、街創造スタッフで得た結びつきや経験を大
切にしていきたいと思っています。

出
会
い
は
だ
い
ど
ん
で
ん

札幌の青年団に
新しい動きが
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司会:本日はお忙しいところ、お集まりいただきありがとう
ございます。平成22年で青少年女性活動協会も30年を迎え
ることとなりました。現在では千人を超える職員が、街の
方々と力を合わせて仕事をさせていただいています。この
原動力になっているのが、設立時の思いが脈々と引き継が
れていることだと思います。本日は、活動協会をどのよう
な思いで立ち上げられ、そしてこれからへの願いなどにつ
いてお話いただければと存じます。よろしくお願いいたし
ます。

設立時の思い
大築:活動協会設立前には「札幌グループ・ワーク協会」と
いう団体があって、さらにその前身に「札幌ユース・ワー
カー協会 」という任意団体を作っていました。このユー
ス・ワーカー協会で、相馬さんと佐々木順さん（故人）、
私の3人が札幌市の嘱託職員の立場で、大人になったとき
に「札幌」という地域社会を作っていく人になってほしい
という思いを持って、青少年のためのリーダー養成などの
仕事をしていました。
当時、青少年問題研究所を主宰していた板垣弥之助さん
が、長年の取り組みの成果としてグループワークの専門
家を市役所の中にという提案書を昭和49年に札幌市議

会に出しているんですが、専門家の必要性は、当時の市
役所としてもわかっていたけれど機構としての仕組みは
作れなかったんですね。そこで将来的に地域社会の確立
に携わる専門の組織をという役所の考えと、われわれの
「夢」の部分が合致したので、我々3人は市役所を辞め
て、昭和53年に札幌グループ・ワーク協会を設立しまし
た。若い人がどんどん育って夢を持ってやっていけるよ
うな、そういう組織にしていきたいという思いがあって
協会を立ち上げたんです。

相馬:そう。昭和53年5月にグループ・ワーク協会ができ
た。当時は青少年教育に向けて前向きな時代で、自然体験
活動なんかも全国的に大きな流れが来ていました。
当時、市役所の1階には「市の顔」として青少年の担当課
があって、視察に来られた方から「これはすごいことだ」
と褒めていただいた。札幌の青少年行政の位置づけがその
ような環境にあって自慢したい気分だったなぁ。われわれ
は「子ども会リーダー養成」や「新一年生のお母さんのつ
どい」、「二十歳のつどい」といった事業の企画を札幌市
が、指導内容をわれわれが提案しながら進めていました。
青少年女性部で行う事業で指導できる人材確保のためにわ
れわれが必要だったんです。一方、そういう事業でせっ

財
団
法
人
札
幌
市
青
少
年
女
性
活
動
協
会

設
立
30
周
年
記
念
　

創
設
期
を
語
る
会

S p i r i t  o f  T h e  F o u n d a t i o n

日　時：平成 23年 2月 6日

会　場：札幌市宮の沢若者活動センター

参加者：相馬宏哉さん（NPO法人ネイチャープログラムデザイン理事長）

　　　　大築　覚さん（（財）札幌市青少年女性活動協会市民参画課事業主幹）

　　　　大川泰尚さん（（財）札幌市青少年女性活動協会事務局次長／青少年山の家館長）

　司会：蓮井潤子

（30周年記念誌プロジェクトメンバー／こども事業部こども育成課長）

　記録：小林朋子（30周年記念誌プロジェクトメンバー／こども事業部こども事業課主査）
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かく育った青年、女性リーダーの「活躍の場」があまりな
かったので、そこも満足できるようにしたいなと思って協
会を作りました。また、その時教育委員会から滝野自然学
園の管理運営の補助業務ができないかと打診があり、3人
いればなんとかなるかと引き受けたんです。

大築:ユース・ワーカー協会のころは市の嘱託職員の立場で
青少年婦人部の仕事をやらせてもらってたけど、独立して
グループ・ワーク協会を設立すると、教育委員会が所管の
「家庭教育学級」の仕事やいろいろな事業をやることがで
きた。教育委員会は条例やルールの中で考えなければなら
ないけど、青少年婦人部の分野は、自分たちでどんなふう
にしていくのがいいか考えていく仕事だった。

相馬:例えば「離島キャンプをやろう」なんて話になったと
き、その年の正月の新聞に、当時の理事長の「こんなキャ
ンプがやれたらいいな」という夢をつづった記事が新聞に
掲載されちゃって、「新聞決裁」ということで「やらな
きゃ」みたいな感じになって…（笑）

大築:あの時代の事業は子どもから青年そして婦人（お母さ
ん）までの一貫した人づくりがテーマだったから、「将来
は地域に根ざす人たちを」という視点で全部つながってい
たよね。今の児童会館で言うと、われわれは子どもたちが
地域で育ちながら社会を作っていくということが原点だと
思っているから、単なる子どもの施設という考え方でいる
と、将来誰でも運営出来ると言われてしまうと思う。

相馬:札幌市が直接運営していた児童会館の一部管理運営
を始めた1986（昭和61）年ごろは、「現代っ子」という言
葉がはやっていて、地域における人と人との関係性は崩壊
していることが言われていたでしょう。拝金主義の時代で
青少年非行問題も出てきた。そういう流れの中で青少年育
成の大切さや子どもがどんなふうに大人になるのか、とい
うことに対して、経験的にこうやったらなんとかなるとい
うことを続けながら、地域をなんとかしたいという思いが
あって児童会館運営を始めたんだよね。会館を地域の拠点
として活用して、実証したいという思いもあったから。

大築:最初のときは職員も大変だったよね。閉館時間になっ
て仕事が終わるような気持ちだったら仕事できないよ、と
いうことで職員を探すのも大変な時代だった。

相馬:勤務時間は関係なくとことんやりたい、やるなら財団
で働くほうが面白そう、といって札幌市の児童会館職員を
辞めて、活動協会に入ってきた人たちもいました。

司会:札幌でこの仕事をしようと思ったきっかけはどのよう

なことですか。

大川:私は学生時代に教育委員会が主催していた「野外活動
指導員研究会」に参加していました。そのとき協会から指
導に来ていた相馬さんや大築さんに会っていたんです。民
間会社への就職も決まっていましたが、勤務地が東京だっ
たんですよね。そんなときに大築さんから「勤労青少年
ホームの指導員の空きがあるんだけど」と電話があり、札
幌に残りたいと思っていたので「お世話になります」と。
平日は自然学園に午前9時から勤務して、宿直して翌朝6時
に起きて、その日の午後5時まで勤務する。宿直手当は1回
千円。時間外手当なんてなかった。そして週末は子ども会
の仕事に行ってましたね。ハードでしたよ。

相馬:私は大学を卒業して2年勤めたんだけど、生まれ育っ
た場所で何か役に立つことはできないかと思ってね。お金
が豊かな時代になってきて、塾なんかの習い事で子どもた
ちが孤立していく状況を感じていたから、集団活動、グ
ループワークのできる場をいっぱい作りたいと思った。泥
臭くてもいいから本当に地域の中で何かできないか、そし
て続けていけないかと思っていたんだよね。指導員時代か
ら肉体的にはきついと思ったこともあるけど、辛いとかい
やだと思ったことは1回もないな。

大川　泰尚さん
（財団法人札幌市青少年女性活動協会事務局次長
／青少年山の家館長）
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大築:仕事はハードだけど人から仕事が与えられたのではな
くて、自分で考えて、自分で勉強して身につけて、実践し
て伝えていく。自分の考えていることが形になっていくこ
とだから、つらいとは思わなかったね。前例がないことを
やっていく。それが活動協会のスタイルだった。昭和55年
に財団法人札幌市青少年女性活動協会の設立したのは、こ
れまでやってきた青少年や女性の活動を地域に根ざした活
動にし続けるためなんですよ。

相馬:組織として社会的責任を持ちたいということもありま
した。任意団体だと社会保険にも入れないからね。

司会:活動協会の事業にキャンプ事業が多いのですが、それ
はどうしてですか?

相馬:キャンプが生活そのものだから。原始的な方法で生活
することでその人の本質が出てくる。本質がぶつかりあう
ことで相互に協力しなければならない。それが狙い。人間
関係を作り出すための手段として最も効果があるというこ
となんですよ。
大川:私は特に肢体不自由児のために実施したキャンプは
思い出深いですね。活動協会が「肢体不自由児父母の会」
に、キャンプ事業への招待をしたんです。
大築:会の方と話をしているうちに、家族全員で普段なかな
か外に出られないことがあるということがわかって、じゃ

何かやってみようと。初年度は14組参加しました。一家族
に対してスタッフが2、3人。今まで家庭に閉じこもってい
たのが、このキャンプにわれわれがひっぱり出したこと
で、肢体不自由児を持つ保護者の団体が外に出てくるきっ
かけになったんだと思いますね。

相馬:肢体不自由児も健常児も一緒のプログラムでやりまし
た。親も楽しんでくれたよね。

大築:家族全員がキャンプを楽しんで、子どもたちはグルー
プワーカーの青年ボランティアが面倒を見るから、という
ことで始まったキャンプだったね。

相馬:いろいろなキャンプをやってきたけど、活動協会とし
ては先駆的なこと、いろいろな試しをして、どうフィード
バックしていくかが大事でしたね。集団活動は早いほうが
いいだろうということで小学校低学年を対象にしたリトル
キャンプをやった。小学校低学年のキャンプは当時考えら
れなかった、しかも滝野自然学園で2泊も。今だに続いて
いるという点では大成功だったのではないかな。出発のバ
スのお見送りで親が泣いていたとか、いろんなエピソード
がありますね。

大川:それまでキャンプといえば、高学年がメジャーでした
からね。

大築:昭和55年に「みどりとあそぼう自然学園」という事
業があったんですが、これは教育委員会が実施していた林
間学校の抽選にはずれた小学生300人くらいを対象に行っ
たキャンプですが、保護者から「抽選でハズれた。なんと
かしてほしい」という声があって行ったキャンプで、協会
が行うことで教育委員会の林間学校より参加費が高いと子
どもの親から言われたね。親には林間学校は教育が補助を
していてわれわれが行う場合はこの金額が妥当!高い安いは
キャンプが終わってからと言っていた。

大川:辛かったけど面白かったな。みんなで何をどうするこ
うすると話をして。「ミドル」という名の木のお金を作っ
て、そのお金で子どもたちが買い物をするのに、滝野町内
会に協力をお願いして地元の養鶏場でその「ミドル」で卵
を売ってもらったりした。

司会:テントの企画開発もしています。

大川:かまぼこ型テントですね。あれは昭和56年の道新健康
村というキャンプ事業のときに作ったものです。

大築:青少年婦人部で嘱託職員をしていた時期にボーイスカ

相馬宏哉さん
（NPO法人ネイチャープログラムデザイン理事長）

P22~26_座談会0314.indd   21 12/03/27   19:51



22

ウトの世界大会があって、その報告書に「雨が降ると日本
の子だけテントの中に隠れている」とあって、それで雨が
降っても普通に活動できるようにと作ったんです。

相馬:広い空間をどうやって確保できるかを考えましたね。
当時の家型テントというのは、山登り用の非常用だから、
一人45センチ幅くらいしか横になるスペースの確保ができ
ない。6~8人がゆとりある空間で入れるようにと思って、
仕様を提案して図面を作ってもらい、作製したテントを事
業の主催者に購入してもらった。結局、道新健康村には参
加者もたくさん来たということもあって、多い時は定員を
超えて14、5人入っていたかな。

大築:かまぼこ型テントを作る前に、内側の土間スペースに
生活空間が取れるタイプのオーナー型テントを協会が提案
したら、札幌市内各区のキャンプ場にオーナー型テントが
使われるようになったよね。

司会:人とのつながり、について教えていただけますか。

相馬:ある上司のエピソードで、「業者にはお茶を出さな
くていい」と言った方がいるんですよね。私としては癒着
するつもりは全然ないし、どんな人でもいい関係を作った
ら悪い仕事はしない。信頼してお願いしたらほとんどがそ
れに応えてくれる。応えられないとしても、ちゃんとこっ
ちを向いてくれるというのはあると思う。児童会館など、
子どもたちだけでなくそれを取り巻く人たちも含めて、自
分ができることが何かなということを最大限に出していけ
ば、周りが助けてくれる。

大川:相馬さんや順先生がずっと言っていたのは、人と人と
のかかわりを大切にするということ。協会はこれから創立
40年、50年になっていく団体なんだから、そこは大事にし
ていかなければならないところだと思うんだけどな。

大築:接遇が大事だ、と順先生がよく言っていたんだけど、
お客さんが来たとき先生は自然体でパッと立つんですよ。
その姿を職員が知らず知らずのうちに見て学んで、お客
さんが来たらいつもパッと立って笑顔でこんにちは、で
始まっていたんじゃないかな。北2条に青少年センターが
あったとき、向かいの道警の方や新聞記者の方がよく来て
いたけど、ある記者が「ここに来ると気分がいいんです。
役所みたいな取材先でこうやって笑顔で対応してくれたの
は初めてです」と言ってお菓子を持ってきてくれた、そん
なこともありましたね。

相馬:お客さんが来たらぱっと席を立つのが当たり前。気持
ちからお迎えしているから、いい笑顔で出迎えていたよね。

大築:人づくりをしながら相手から学ぶことが、協会の最
大の武器ではないかな。学生時代から専門に勉強していた
わけではないけど、給料をもらってやる以上勉強しなくて
はならない。不器用なら不器用な分だけ、たくさん準備を
する、そしてそれが自分のためになる。仕事を与えてくれ
た人にわれわれが育てられているということなんだと思い
ますね。事業に参加していただいたり施設に来ていただい
た方に、どうわれわれがフォローしたり、情報をもらった
り、自分に何ができるのかということを、一人ひとりから
学ぶことがたくさんある、ということを忘れないでいって
ほしいですね。

（注）
札幌ユース・ワーカー協会　1973年12月、市内の児童・青少
年の豊かな生活を高めるために必要なグループ活動、レクリ
エーションの進行を目的として結成。

佐々木順（故人）　札幌市グループ・ワーク研究会立ち上げメ
ンバーの一人。財団法人札幌市青少年女性活動協会常務理事、
札幌市社会福祉協議会に勤務、退職後札幌学院大学で教鞭をと
る。キャンプではコアラさんのあだ名で子どもたちに人気を博
した。

板垣弥之助（故人）　札幌市社会福祉協議会勤務時代に札幌市
グループ・ワーク研究会立ち上げメンバーの一人。札幌市青少
年育成協会、札幌市青少年問題研究所等に勤務、研究所所長を
勤め、財団法人札幌市青少年婦人活動協会立ち上げのきっかけ
となる建議書を提出。

大築　覚さん
（財団法人札幌市青少年女性活動協会市民参画課事業主幹）
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1985
市内のいじめ件数は小学校629件、中学校682件と過去最多。
市は「いじめ」相談電話を開始。青函トンネル開通（世界第2位
52.85キロメートル）。日航ジャンボ機群馬県御巣鷹山に墜落、
死者520人。

・設立5周年記念誌『5年の歩み』発行
・青年グループ・リーダーセミナー
・グループワーカー養成講座修了生ティータイムサロン
・ハレー彗星と流星群観測ゼミナール
［札幌市青少年センター事業］
　・国際青少年記念事業 青少年センター祭
［札幌市婦人文化センター事業］
　・婦人ボランティアスクール修了生懇談会（～1992）
　・昭和60年度ボランティアリーダー研修会
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ほか

社会背景

事　業

「ステージング・クリニック」

（昭和60年度）

　3階のホールの機材の使い方やコンサートのノウハウを実際に自分た
ちも参加して学ぼうというもの。機材には、ミキサーと調光卓がありま
すが、どちらも実際に自分たちで使ったことが少ないことやより効果的
に使ってもらうために開催し、音作りの楽しさや色の使い分けなど、コ
ンサートをする人にはとても勉強になる。また、コンサートの準備から
終わりまでの説明会や自分たちのコンサートのＰＲも行ったり、これか
らコンサートを計画する人にはよい機会となった。
（『5年の歩み』より抜粋）

　当時16人の職員が、今は50人という大世帯となり、青少年婦人に関する諸事業、リーダー養成、施設管理
運営等、全員情熱をもって勤務いたしている現状であります。そんな中で「参加してくる子どもたちの目が
輝いていた」「よい友達がたくさんできてうれしい、友達っていいな」「あんなすばらしい活動を自分も
やってみたい｣等の声が参加した子どもから、また親からも聞かれ、また、「市内外各青少年団体の連帯と
交歓が強くなった｣とか、｢これまでの社会教育行政と青少年婦人団体との協力体制が大きく開かれ結びつき
が深まった｣などの評価も受けられ、当協会の推進してきた諸事業が少なからずや成果をあげていることを
知り、その苦労が報われた思いがいたします。青年・婦人を中心とするグループ活動のより振興を図り、青
少年の健全育成と青少年婦人の社会参加の促進も、明日に向けて更に一歩一歩進めて参りたいと思っており
ます。　財団法人札幌市青少年婦人活動協会　事務局長　藤谷渥美（あとがきより抜粋）

活動協会5周年記念誌『5年の歩み』

受託施設　なし

受託施設

キーワードリレーキーワードリレー キーワードでつなぐ、「ひと」・「もの」・「できごと」etc・・・
私たち、活動協会のいろいろなことが見えてくる

◆川越可奈子（現・新川中央児童会館勤務）
　『パフォーマンス・スクール』の講座でパントマイムに出会い、
観ている方や子どもたちの笑顔を見たくてずっと続けています。
新川中央児童会館の子どもたちの手品は地域の老人施設の方々に
も大人気。人前でのパフォーマンスでは、失敗してもなんとかそ
れをリカバリーしていく責任感が身につきます。子どもたちの毎
日の練習の成果は手品以外のことにもつながっています。

◆若者活動センター（アカシア、中央、豊平、ポプラ）『青年団』
　青年団とは青年の生活を高めることを目的とした活動を展開して
おり、札幌の場合は2009年度までＤＯＮＵＴＳ（ドーナツ）を利用
していた若者が、2010年4月に団体を立ち上げました。
「こどもたちに明るい未来を作りたい」「札幌を元気にしていきた
い」「若者や地域の方々ともっとつながっていきたい」といった理
念をもとに、札幌市内、また全道各地で活動しています。

月形サポート事業
　さっぽろ若者サポートステーション(※)の若者と共に2007年か
ら月形町で実施している農作業体験事業です。大都市圏とそれを
取り巻く近郊農村地域に着目し、若者の新しい働き方、暮らし方
をづくりを独居高齢者と一緒に取り組んでいます。人の縁の大切
さを実感しています。【ブログ･･･「月形日記」で検索してくださ
い！】
※さっぽろ若者サポートステーション…引きこもりやニートとよ
ばれるおおむね40歳未満の若者の相談窓口を設け、必要なサポー
トを行いながら社会的自立を支援する機関。

DONUTS（ドーナツ）
勤労青少年ホーム（Let’s）
を利用する18歳以上34歳以
下の若者たちでつくる利用者
協議会の名称

月形での事業で大変お世話に
なっているのが神田さん。
元「Let’s中央」の利用者さ
んでした。

勤労青少年ホーム（愛称：
Let’ s）が札幌には６館
ありました
☆P40

【1994 年】PICKUP ！へ

そこで

ドーナツって？

周年事業で
大人気！

月形といえば

Ｐ
18
か
ら
の
つ
づ
き

（現・若者支援総合センター館長）
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1986
札幌芸術の森オープン。チェルノブイリ原子力発電所爆発事故。
チャールズ英国皇太子夫妻来日。三原山209年ぶり大噴火。
76年ぶりにハレー彗星が地球に接近。

４月
・札幌市宮の森児童会館管理運営業務受託
・札幌市太平児童会館管理運営業務受託
１１月
・札幌市麻生児童会館管理運営業務受託
２月
・札幌市厚別南児童会館管理運営業務受託

・滝野すずらん丘陵公園スノーフェスティバル（～2004）
・遊習塾冬季リトルキャンプ（～現在）
・札幌市教育委員会婦人ボランティア講座
・子どもサミット・イン・洞爺湖
・ボランティア愛ランドフォーラム
・小樽市青少年活動協会レク・リーダー研修
［札幌市青少年センター事業］
　・レーザーディスク映画会
　・百人一首勉強会
［札幌市婦人文化センター事業］
　・NHK合同「婦人文化講演会」（～1989）
　　　　　　　　　　　　　　　　ほか

社会背景

受託施設

事　業

「滝野スノーフェスティバル」

「札幌市児童会館管理運営業務」受託

　児童会館は児童の文化的要素を培い、その福祉を増進するために設置
された社会教育施設で、児童の放課後生活を豊かにし異年齢集団での遊
びを通して地域における交流を目的として、1949年3月に中島児童会館
を皮切りに次々と建設された。
　当財団の特色であるグループ活動中心の遊びの提供や行事の運営が評
価され、1986年4月に宮の森児童会館と太平児童会館の管理運営業務を
委託されたことに始まり、その後次々と委託を受け、1999年には札幌
市が直接運営していた館も含めた全館101館の管理運営を委託され、閉
館時間も18時まで延長となった。
　また、児童会館のない地域を整備していくことを目的に、小学校の余
裕教室を利用して開設されたミニ児童会館が1997年、南小学校と菊水
小学校に開設され、オープン初年度より当財団に委託された。2006年
に指定管理者制度が本格的に導入されるまで児童会館104館、ミニ児童
会館40館の運営は当協会が委託を受け、現在は指定管理者として児童
会館104館、受託事業としてミニ児童会館60館、合計164館を管理運営
している。（2011年度末現在）

　南区の国営滝野すずらん丘陵公園のスノーフェスティバルが1986年
度（1987年2月）から開催された。当協会はその１回目から国営公園よ
り委託を受け、チャレンジゲームコーナーを担当した。冬季の野外での
遊びの紹介で、かまくら作成や氷の滑り台のほか、雪の特徴を生かした
ゲームトレールを企画。設営のために2週間以上も前から当協会職員が
1日15名程度の動員をかけて制作。協会が培ってきた遊び心を十分に発
揮し、家族連れで来場した方々に楽しい滝野の思い出を提供してきた。
ちょうどさっぽろ雪まつり期間とフェスティバルは重なっているが、
年々、フェスティバルへの公園来場者も増え
て、そのお目当てはチャレンジゲームを楽しみ
にしている方も多数。同時に、考案するゲーム
コーナーも年々趣向を凝らし、類似ゲームで
あっても「担当スタッフによって楽しさが毎回
変わるので飽きな
い」といううれしい
お言葉もいただい
た。（～2003年）

（昭和61年度）

中島児童会館
開館 60 周年記念
ポストカード
Ｐ88 ～ 89

【発行物特集】
ページへ

平成遠友夜学校
→☆P48【1995年】
　　　PICKUP!へ

Let’s中央

　札幌市中央若者活動センター(旧・中央勤労
青少年ホーム)2011年3月31日をもって閉館。
1964年の開館以来、47年にわたり多くの方に
ご利用いただきましたが、施設の老朽化に伴
い閉館することとなりました。 長年のご利用ありがとうございました！

高山喜八郎先生
　「切り絵」が得意

な喜八郎先生。

　素敵な作品がいっ

ぱいあります！
切り絵の作品が
記念誌に。その
挿絵が大好評！
なんと絵はがき
に！

新琴似南小ミニ児童会
館開館10周年記念行事
（2009年実施）

　昭和24（1949）年7月に
閉館した中島児童会館の
60周年を記念して2009年
に事業を行いました。

ミニ
児童会館の
名物先生！

Let’s中央といえば
新渡戸稲造
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　1980年度からグループ・ワーク協
会からの事業を引き継いで実施。毎
回応募が多く、1985年度（1985年
度）には2泊3日を3コース、3泊4日
コースを2回、小学4年生～6年生ま
でが各回100人が参加する人気事
業。模擬通貨「ミドル」を使って
キャンプ期間中の村生活を運営し
た。テント泊の他、裏山散策や滝野
町内会の協力を得て数件のお宅を訪
問した食材料調達ウォークラリー、
キャンプファイヤー、自炊や水鉄砲
作りなど、さまざまな冒険が企画さ
れていた。

　このキャンプも1980年度から
グループ・ワーク協会からの事業
を引き継いで実施。肢体不自由児
とその家族が対象で1泊2日を過
ごした。
　野外での炊事やキャンプファイ
ヤー、滝までの遠足などプログラ
ムを楽しんだ。

1987
札幌国際交流プラザ（現札幌国際プラザ）開設。NTT株の売り
出し開始。釧路湿原、国立公園に指定。マサチューセッツ工科
大教授・利根川進氏、ノーベル医学・生理学賞を受賞。
沖縄で金環日食を観測。

２月
・札幌市南の沢児童会館管理運営業務受託
・札幌市あけぼの児童会館管理運営業務受託
３月
・札幌市中の島児童会館管理運営業務受託

・リトルキャンプ秋のブドウ狩り
・手話通訳者養成講座
・全国指定都市ジュニア・リーダー大会
・青年学園
・道新ファミリーキャンプ
・学校図書館開放事業 開放司書ボランティア養成事業
・交通遺児の会 母と子のレクリエーション
・ふくろうキャンプ（～1988）
［札幌市青少年センター事業］
　・青少年センター誕生祭（周年行事）
　・ドイツフィルムフェスティバル
［札幌市婦人文化センター事業］
　・北1条文化ゾーンフェスティバル（～1997）
［児童会館事業］
　・児童クラブ設置
　・受託児童会館合同キャンプ「雪と遊ぼう自然学園」（～1988）
　・受託児童会館合同「子育てトーキング」
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ほか

社会背景

受託施設

事　業

「みどりと遊ぼう自然学園」

「肢体不自由児キャンプ」

（昭和62年度）

　新設の児童会館の管理運営が決定すると、オープンの2カ月ほど前か
ら準備室をたちあげた。
　会館の立地条件や近隣小中学校までの距離、通学経路、児童生徒数、
町内会の成り立ちや地域の歴史などを調べ、まちづくりセンター（当時
は連絡所）や近隣施設を訪問するなどして地域に密着した児童会館づく
りのために情報収集を行った。
　子どもたちの笑顔を思い浮かべながら行事の計画を立てた。

児童会館オープン

キーワードリレー
◆絵本作家　なかい　れいさん
　子どもたちはじめ市民のみなさんが思いを込
めて作られたゆめのタイルは、まるで皆が手を
つないでぐるっと館を囲んだようにも見え、愛
情いっぱいの作品になったと思います。
その思いを未来につないでいくような温かな児
童会館でありますように。

→Ｐ32～33
【ボランティアの
　みなさん】ページへ

大坂義臣
（現・定山渓自然の村勤務）
『日本クマネットワーク（Japan 
Bear Network）』に所属。そこで円
山動物園の関係者と出会い、「えぞ
ヒグマ館」オープンの際には、サイ
ンボードの素案作りを行った。

　円山動物園の動物たちが食べる野菜作りをと
おして、命のつながりや大切さを感じてもらう
ため、市川造園様より種イモ等の協賛をいただ
き、2010年度には、円山西町児童会館による動
物園内の畑での栽培と、市内72カ所の児童会館
により、約400キロの野菜を贈呈した。

佐竹俊男さん
出版物／『森と植物たち
の暮らし』
→P88
【発行物】ページへ

くま

ヒグマといえば

定山渓の自然
野生動物と
いえば

「読み語りの会」を
週1回行っています
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1988
市営地下鉄東豊線（栄町－豊水すすきの間）開業。新千歳空港
開港。十勝岳、26年ぶりに噴火。青函トンネル開業、青函連絡
船運航終了。

・星空同好会（～2000）
・天文映画を見る会
・望遠鏡操作講習会
・流れ星を見よう
［札幌市青少年センター事業］
　・青少年センター開館記念行事
　・NHK衛星放送コンサート
　・ソリリング大会（～1996）
［札幌市婦人文化センター事業］
　・NHK合同レディス･プラザ
［児童会館事業］
　・『児童会館の運営（共通理解をはかるための手引き）』発行
［こども劇場事業］
　・札幌市こどもの劇場「やまびこ座」管理運営業務受託
　・こどもの劇場「やまびこ座」オープン記念フェスティバル
　・札幌人形劇祭（1972～現在）
　・横浜人形の家交流公演（1986～2001）
　・劇あそび講座（～1990）
　・風雲やまびこ城（～2001）
　・紙芝居講習会（～1992／1997～2000）
　・機関誌『こどもの劇場通信』発行（～現在）
　・こども向け機関誌『ヤッホー』発行
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ほか

社会背景

受託施設

事　業

「ソリリング大会」

「札幌市こどもの劇場やまびこ座」「こども人形劇場こぐま座」管理運営業務受託

　1976年、こぐま座は人形劇・紙芝居、腹話術などの専門劇場として
開館し、公立としては日本で初めての人形劇場であった。やまびこ座の
建設が決定した当時は、札幌市内でも人形劇活動が盛んで、こぐま座に
続く第2人形劇場として構想されたが、
規模も大きく児童劇場も含めた総合的
な劇場として建設しようという決定か
ら、管理業務や広報企画活動まで手が
ける必要があった。　子どもの遊びや
文化面に携わりはじめていた当財団に
委託されることになり、1988年8月には
「こどものための劇場」として「こど
もの劇場やまびこ座」がオープンし
た。子どもの文化面を担う劇場の管理
業務は、協会自体の活動領域を広げる
上でも重要なことであった。
　こぐま座は人形劇を中心とした上演
活動と上演者を養成する業務、やまび
こ座は人形劇と児童劇等の上演とその
周辺にある子ども文化全般に関する業
務を始めた。

　1989年3月、滝野すずらん丘陵公園を会場
に、自作ダンボールのソリすべり大会を開
催。室内にこもりがちになる冬に誰もが簡
単に作れるダンボール製のソリで競技会を
開催し、青年ばかりではなく、広く市民に
親しまれる冬の風物詩事業となった。小学
生から青年、会社同僚、家族など幅広い参
加者層で、ソリや仮装に趣
向をこらした参加チームも
多く、会場は歓声と笑いで
包まれた。1992年からは会
場を月寒公園に移して実施
した。

（昭和63年度）

４月
・札幌市こども人形劇場「こぐま座」管理運営業務受託
・勤労青少年ホームの愛称「Let ’s」に決まる
８月
・札幌市こどもの劇場「やまびこ座」管理運営業務受託
１月
・札幌市丘珠たから児童会館管理運営業務受託

こどもの劇場やまびこ座　開館

プルタブ大作戦
→☆Ｐ51【1998年】
PICKUP！へ

出版物／岩崎義純著
『こどもの劇場が街を変え
る』→P88
【発行物】ページへ

サンドアート
→☆Ｐ36【1990年】
PICKUP!へ

風雲やまびこ城
→☆P30【1989年】
PICKUP!へ

◆アフタフバーバン代表　　北島尚志さん
 30周年おめでとうございます。僕が初め
ての出会いは22年前でした。やまびこ座
で講演し中島児童会館で研修。あれから忍
者など本当に色んな事を
やりましたね。札幌に大
事な仲間がいる！共に考
える同志がいる！そう
思っています。これから
も遊び心満載にしてチャ
レンジしてください。

（現・苗穂はるにれ児童会館勤務）

野活第二期生
丸田藤一

野外活動指導員
出身

あのキャラクターの
生みの親

（現・山の手
　　児童会館勤務）
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1989
市社会福祉総合センターオープン。消費税導入。戦後歌謡界の
女王・美空ひばり氏　死去。ベルリンの壁崩壊。全国共通一次
試験が大学入試センター試験に。
昭和天皇崩御、皇太子明仁親王即位、「平成」と改元。

・遊雪塾（～1996）
・父と子のアドベンチャースクール（～1990）
・こいのぼりとあそぼう
・遊山塾 レディース登山
・10周年記念事業「講演会～かこさとしの世界」 
［札幌市青少年センター事業］
　・トーク＆トーク（～2010）
　・サンドアート実験
［児童会館事業］
　・受託児童会館合同夏季キャンプ
［札幌市婦人文化センター事業］
　・婦人文化センター別館オープン
　・話し方講座
　・L・L研修会
　・英会話講座（～1995）
［こども劇場事業］　
　・こどもの文化セミナー（～1997）
　・ファミリー劇場「森は生きている」公演
　・影絵講座（～1996）
　・やまびこ座夏まつり（～現在）
　・やまびこ座読み語りの会（～現在）

社会背景

受託施設

事　業

「風雲やまびこ城」

 子どもにとって集団遊びの必要性は重要であるが、その機会が年々減
少しつつあるなかで、当事業は「ごっこ遊び」や「劇あそび」の手法を
導入して集団遊びの楽しさを知ってもらうと同時に、子どもたちの創造
性や表現意欲をどう刺激し、劇の世界とどうつなげるかがねらいの事
業。春の陣～冬の陣まで年4回実施した。

（昭和64年、平成元年度）

「初心者のためのワープロ講座」

　OA機器の普及に伴いワープロに対する関心が高まってきたことと、
別館にOA研修室が完成が完成したことにより「女性のためのワープロ
講座」を開催。年2回の実施で定員を大きく上回る応募があった。1999
年度にはパソコンが一般的に普及してきたこともあり、パソコンの基本
講座として実施したところ、定員の20倍もの申し込みを受けた。

「父と子のアドベンチャースクール」

　父親と子どものふれあいを深めようと小学生以上の子どもとその父親
を対象に実施した。親（父）と子が自然散策やキャンプを通して、自然
を学び、親子の絆を深めるもの。会場は滝野自然学園や滝野すずらん丘
陵公園（同公園との共催事業）で2年間実施した。その後、8年間の休
止を経て、1998年に「サバイバルキャンプ」と名称を変え、内容も事
業のタイトルどおり、キャンプの条件を厳しくして再開した。電気のな
いキャンプ場を選択し、食事はすべて自炊など、非日常体験によって親
子の絆は一層深まった。継続して参加する親子もいるが、楽しみにして
いるのは子どもより父親という、頼もしいお父さんもいた。

１２月
・札幌市栄西児童会館管理運営業務受託
・札幌市厚別東児童会館管理運営業務受託
１月
・札幌市新川中央児童会館管理運営業務受託

PickUp!

キーワードリレー
本郷小ミニ児童会館
人形劇クラブ

こぐま座こども人形劇団
→☆Ｐ52【1999年】
PICK UP!へ

中島児童会館60周年
小野征彌さん
→☆Ｐ85【2009年】
PICK UP!へ

Ｐ
36
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つ
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く
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輝　く　樹

あなたが植えた小さな芽　大きな樹になりました

きらきら輝く葉っぱが千枚　今ではみんなの憩いの場

あふれる笑顔に　支えられ　今日も優しい風が吹く
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1990

1994

（平成2年）

（平成6年）

30th
財団法人

札幌市青少年女性活動協会
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41P46アンケート 一問一答③へつづく…

　一問一答第二部、それぞれの人たちの思いがアン
ケートの答えにあらわれています。みなさんの頭の中
にも、懐かしい想い出がよみがえってきているのでは
ないでしょうか？
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1995

1999

（平成7年）

（平成11年）

30th
財団法人

札幌市青少年女性活動協会
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◆ぐるーぷえるむの森◆

　子育てまっ最中の母親の私達に声を掛け
てくださったのが、当時のエルムの森児童
会館の館長。力強い後押しで今では地域の
方が公演を楽しみにしてくださったり、小
学生の子どもたちと一緒に公演が出来るま
でに。気軽に舞台に触れられる児童会館に
していきたいです。

Ｐ
40
か
ら
の
つ
づ
き

サロン事業
　市民活動サポートセン
ターの核といえる事業。
　市民団体間の情報交換
や交流を深めることを目
的に実施しています。カ
フェありワークショップ
あり、さまざまな団体が
参加しています。

原本昌代さん
（女性センター第５代館長）　
　事業で託児のできる年齢を２歳から１歳６
カ月に下げました。預けた方から「預けて事
業に参加し、自分の時間が持てると、離れた
分優しくなれる」とおっしゃっていたコメン
トがうれしかったですね。

札幌市女性団体連絡協議会のエピソード
　婦人文化センター開館時に中庭に植樹さ
れた八重桜は、札幌市内でも春の早い時期
から色鮮やかな花をつけていました。この
桜は「札幌市婦人団体連絡協議会（当
時）」の会員が、緑の羽根の募金活動で街
頭に立って婦人文化センター建設の資金作
りを行い、植樹が実現したのです。

札幌市の
女性団体といえば

寺田陽子（現・こども事業部）
→P73【財団将来ビジョン】へ

1995

1995

市立札幌病院新築移転。「おおば比呂司記念室」が札幌市資料
館内にオープン。北海道文学館開館（中島公園内）。サッポロ
さとらんどオープン。全国の公立学校で月２回の土曜日休業開
始。

・青少年赤十字札幌地区研修
・全国生涯学習フェスティバル平成遠友夜学校
〔女性センター事業〕
　・NGOフォーラム北京’95に職員派遣
　・女性活動（男女共同参画）支援事業（～2002）
　・ボランティア日本語講座（～1997）
　・家庭の経済学（～1996）
　・男の生活学（～1997）
［児童会館事業］
　・復活ボンバー（～現在）
［こども劇場事業］
　・ノボシビルスク州立人形劇場
　・さっぽろ人形浄瑠璃研究会発足
　・プロデュース公演「ぼくは王様」

社会背景

受託施設

事　業

全国生涯学習フェスティバル平成遠友夜学校

（平成7年度）

（平成7年度）

１１月
・札幌市美しが丘児童会館管理運営業務受託
・札幌市新発寒児童会館管理運営業務受託
・札幌市八軒北児童会館管理運営業務受託

　第7回全国生涯学習フェスティバル
（まなびピア’95北海道）に参加し、親
子で楽しむ自然のアートランドとして、
作家・立松和平さんの講演会「森に学
ぶ」や音楽夜会などを札幌芸術の森で開
催。

復活ボンバー

ボランティアスクール修了生企画 阪神淡路大震災支援バザー実施

　1995年の阪神淡路大震災の際には、札幌
市女性センターボランティアスクール修了生
が結集し「阪神大震災支援バザー」を実施。
知り合いに声をかけ、修了生の自宅で眠って
いるものや、企業等を訪問して支援物資等を
収集した。善意の輪は、瞬く間に広がり、大
ホールには物資の山ができた。当日は、たく
さんの市民の方が来館し、集まった募金等は
支援金として現地に送った。

　当時の円山西町児童会館の職員で「かたき」を原型にしたボールあそ
びを考案。ボールをノーバウンドでキャッチすると投げた相手がアウト
になるルールで、学年ごとにハンディキャップを設けて、大人から小学
生まで対等にゲームに参加できるようにした。
　『かたき』では、「死ぬ」「殺す」という言葉が使われていたが『復
活ボンバー』では、アウトになってもゲームに復帰できるところに焦点
をあて、「復活」という言葉を使い、ポジティブな印象にした。
　積極的にボールをキャッチしたり、徹底的に逃げ回ったりと楽しみ方
はさまざまで、ボールはやわら
かいものを使用するので恐怖感
なくゲームに参加でき、現在こ
のあそびは札幌市内の児童会館
のみならず、全国へも広がって
いる。

キーワードリレー キーワードでつなぐ、「ひと」・「もの」・「できごと」etc・・・
私たち、活動協会のいろいろなことが見えてくる

PickUp!

PickUp!
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やまびこ座人形
浄瑠璃講習会→
☆P40
【1994年】
PICKUP!へ

「やまにこ＝札幌市山鼻児童会館」の由来は、
　
『やま』はな児童会館はいつも『にこ』にこみ
んな笑顔！です。
(※開館40周年記念（2009.12）に、子どもたち
がアンケートをもとに決めました。)

西川古柳さん
(八王子車人形五代目家元)

PICKUP!へ

さっぽろ人形浄瑠璃芝居
あしり座やまにこのマーク

こんな子どもたちが
参加してます

浄瑠璃講習会の講師

1996
コンサドーレ札幌の運営会社、㈱北海道フットボールクラブが
発足。石山緑地オープン。市博物館活動センター（リンケージ
プラザ内）オープン。北広島市、石狩市誕生。

１１月
・札幌市丘珠ひばり児童会館管理運営業務受託
・札幌市山鼻かしわ児童会館管理運営業務受託

・流れ星を見よう

・富良野市子ども会リーダー養成講習会

・ハローズファミリーキャンプ大会

・へール・ポップ彗星の正体にせまる

・はーとふるキャンプ’96インばんけい

・資料『子どもと冬遊び』発行

・田植えツアー

・子ども手作り紙飛行機大会

［女性センター事業］

　・子育ては自分育てセミナー（～1997）

　・映像で学ぶ女性学

　・仕事と育児両立支援セミナー（～1999）

　・おんなの心とからだセミナー（～2001）

　・男女共同参画セミナー 平成遠友夜学校

   　(レッツ中央と北大との共催)

　・札幌市女性センター事業年報発行

　・暮らしの中の経済学

［こども劇場事業］

　・こぐま座20周年記念フェスティバル

　・プロデュース公演「おバケちゃん」

社会背景

受託施設

事　業

札幌市女性センター ボランティアビューロー研修会（講演会）

　ボランティア活動を希望する女性を対
象に、ボランティアの意義と基本、体験
学習を行う「ボランティア・スクール」
が40期を迎えた。これを記念して修了者
を対象に記念講演会を実施した。

「子育ては自分育てセミナー」実施

　性による育て分けの課題や育児を母親だけのものとして背負い込んで
いないか…など、これまで「母親だから当たり前」と思っていたことを
見つめ直し、子育てと女性の生き方について考える機会として実施。講
座終了後は、参加者がサークルを結成し、それぞれの悩みを共有しなが
ら子育てや女性問題についての学習を継続していた。

西川古柳さん（八王子車人形五代目家元）

　やまびこ座のオープン当時に寄贈された二体
の文楽人形。人形を製作した文楽人形名細工
師・故大江巳之助さんの「人形は動かして欲し
い。動かして初めて命が吹き込まれる」という
言葉が心にありつつも、伝統もなく指導者もい
ない状況で、人形は展示ケースに飾られている
だけだった。そんな時、公演でやまびこ座を訪
れていた西川古柳(当時の4代目西川柳時)さん
がおっしゃってくれた「私でできることなら力
になりますよ」という言葉。この言葉をきっか
けに北海道初の人形浄瑠璃講習会が誕生した。
　伝統は守りつつも新しいことを取り入れていく西川さんのスタイル
と、札幌の地で新たな伝統を作り上げていこうとする私たちの想いとが
つながった瞬間だった。

（平成8年度）

PickUp!
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復活ボンバー
→☆P48【1995年】
PICKUP!へ

◆活動協会のお得意様 !?　
須摩　朋洋君（須摩家 6 人兄弟長男）
　劇場に来るようになったのは、こぐま座こども
人形劇団の募集を母が知り申込みをしたのがきっ
かけでした。なんと、その申込日が次男の誕生日。
　これは何かの縁だなぁと思いました。高校生に
なってからは学校との両立が大変ですが、これか
らも頑張っていきます。

「髙坂亮太君（キャンプ参加者）」

　活動協会のお得意様！小学１年生～６年生まで毎
年キャンプに参加してくれた亮太君がキャンプの思
い出を教えてくれました。
　「ぼくは、カヌーキャンプに行ってすごい嵐の中
で、一番最初に中島に着いて、山に登ってシカの骨
を見つけたことが１番印象に残っています。そし
て、みんなで食べたアイスがとてもおいしかった。
　リトルキャンプに初めて行ったときは１年生だっ
たので、カレーを作るのが不安でしたが、うまくで
きてよかったです。3年生のときのリトルキャンプ
では、3年生で皆より力があるので、テントの大き
い部品を一人で運んだりしました。
　6年生のときに行ったカヌーキャンプでは、雨が
すごく降っていてリタイヤする人も多かったのです
が、中島に１番についてうれしかったです。」

岡本峰子
（現・男女共同参画センター勤務）

「須摩兄弟」

 現在、やまびこ座の「ユースクラス」に所属
している高校生の長男を筆頭に、「こぐま座こ
ども人形劇団(小3～小6まで)」→「ユースクラ
ス(中学～高校まで)」という、人形劇のエリー
トコース(！？)に、ぞくぞくと送りこまれてく
る須摩家の精鋭たち。その数6人！札幌に「須
摩座」ができる日はそう遠くはない。

お得意様
といえば...

　各勤労青少年ホーム（Let’s）の利用者有志が集まり、実行委員会を
結成して参加。音楽も踊りも地方車の装飾も青年たちのアイデアが満
載！チーム名は「Ｌ・Ｅ・Ｄ　Lets Enjoy Dancing」で、5年連続で参
加した。

　札幌市の児童会館100館建築構想（中学校区に1館）達成を目前とし
て、小学校区に建設を望む声が高まり、小学校内に空き教室を利用した
ミニ児童会館（南小、菊水小）が開設された。ミニ児童会館はその学校
の生徒が授業を終えて、ランドセルを持ったまま行くことが出来る児童
会館。2011年3月末で60館の運営を行っている。

1997
札幌コンサートホールKitara（キタラ）、下水道科学館、コミュ
ニティドーム「つどーむ」オープン。札幌子ども白書を作る会
『札幌こども白書さっぽろっ子』発行。消費税５％に引き上
げ。北海道拓殖銀行経営破綻。清田区誕生。

８月
　・札幌市ミニ児童会館（南小、菊水小）管理運営業務受託
１１月
　・札幌市金山児童会館管理運営業務受託

・滝野スプリングフェスティバル
・ファミリーフェスティバル
・少年リーダー養成研修指導者研修会
・環境認識体験学習
・ＹＭＣＡボランティアスクール
・交通資料館まつり
・国連軍縮札幌会議さよならパーティ
・国際ジュニアアートキャンプ（～1999）
・さぽーとさっぽろファミリーレクバス
・豊平区新１年生とお母さんのつどいキャンプ
［青少年センター事業］
　・レッツ・青少年センターよさこいソーラン祭りに参加（～2001）
　・バンドクリニック
　・ライブコンサート「Hot Music Festival」（～1998）
　・地域ふれあい事業
［女性センター事業］
　・再就職準備セミナー（～2009）
　・ベアテ・シロタ・ゴードンさん講演会
［こども劇場事業］
　・演劇学校（～1999）
　・絵本ゼミナール（～1999）
　・プロデュース公演「グリックの冒険」
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ほか

社会背景

受託施設

事　業

札幌市ミニ児童会館（南小、菊水小）管理運営業務受託

　嵐の晩に生まれたものは・・・。
　1997年8月、3泊4日、場所はトマム。世界10カ国の子どもたちが集
まったジュニア・アートキャンプは、集中豪雨と雷という最悪の状況の
中で始まった。
　あらかじめ用意されていたプログラムは、ガタガタを音を立てて崩
れ、宿泊するテントは、強風でスタッフを中に閉じ込めたままテントサ
イトを転がった。全員、屋内の集会スペースに避難。寝るのも遊ぶのも
食べるのもこのスペースしかない。
　しかし子どもたちは強かった。アートで用意していたスケッチブック
をフル活用し、言葉を超えて会話を生み出し、関係を作り出していっ
た。最終日、だれかれともなく抱き合って涙を流す子どもたち。降りし
きる雨に感謝。『20周年記念誌』より抜粋

国際ジュニア･アートキャンプ

レッツ・青少年センターとしてよさこいソーラン祭りに参加（～2001）

（平成9年度）

キーワードリレー
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青少年センター「トーク＆トーク」
　ロールモデルとなるさまざまな職業を選択したゲストを招
き、青年に夢を持つことの大切さを語っていただきました。
　漫画家、音楽スタジオ経営者、自動車会社勤務の方、近年
はサッカー選手、野球選手なども招きました。

ラルマナイキャンプ
(中学生キャンプ)
→☆Ｐ17【1983年】
PICKUP！へ

「おぼっちゃまん」こと
菅原健夫さん

井崎光男（現・企画事業課勤務）
　「おぼっちゃまん」がつくった「ラルマナイキャ
ンプの歌」が懐かしい･･･。ラルマナイキャンプ

（中学生キャンプ）の名前の由来は、「ラルマナ
イ川の近くでやっていたから」という単純な理
由。その後、「サイクリングキャンプ」→「ＭＴＢ
キャンプ」と変わっていきました。毎回雨が降っ
ていたけれど、最終回だけ晴れた記憶が印象に
残っています。

キャンプの
プログラム
ディレクターは

キャンプの歌
覚えてますか？

私もお得意様 !?
子どもの頃、
たくさんのキャンプに
参加しました

1998
渡辺淳一文学館、定山渓自然の村、モエレ沼公園オープン。
「北海タイムス」終刊。「ユーロ」スタート。和歌山カレー毒
物混入事件４人死亡。サッカーＷ杯、日本初出場。

・滝野グリーンフェスティバル（～2000）
・父と子のサバイバルキャンプ（～2002）
・幼児の家庭教育講座レク指導
・湧別町こども文化祭
・国際プラザ合同セミナーキャンプ
・シニアキャンプ
・子育てリーダー研修
［青少年センター事業］
　・青少年センター夏まつり
　・お正月あそび
［女性センター事業］
　・保育サポーター養成講座（共催）
　・男女共同参画セミナー（～2009）
　・女性のためのこころとからだ相談（～2009）
［児童会館事業］
　・プルタブ大作戦（リングプル）回収と車椅子の贈呈事業
［こども劇場事業］
　・戦中戦後の紙芝居展
　・手づくり絵本展
　・プロデュース公演「カレドニア号出帆す」
［定山渓自然の村事業］
　・湯の街探索ツーリング
　・原体験アカエゾマツの森をつくろう！（～2004）
　・雪とあそぼうファミリーキャンプ（～2000）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ほか

社会背景

受託施設

事　業

札幌市定山渓自然の村管理運営業務受託

児童会館プルタブ大作戦

　「できることからはじめよう」をテーマに、全館にてリングプルを集
め、車いすに交換し市内の公共施設に送っている。体の不自由な方の立
場を考えたり、集め方に遊びを取り入れたりと各会館で工夫を重ねてお
り、現在も継続している。

　この年オープンした札幌市定山渓自然の村は、札幌市内でありながら
北海道のダイナミックな自然も堪能できるキャンプ場としてテレビやラ
ジオ、新聞、雑誌などさまざまなメディアに取り上げられた。さらに自
然の村を訪れた方々の口コミにより、夏休みが近くなると予約電話がな
りっぱなしという状況。
　北海道内のキャンプ場は冬季に閉場となる施設が多く、通年で営業す
るキャンプ場としてもかなり話題となった。職員は、夏季とは一味違う
キャンプを楽しんでもらおうと、スノーシューでの自然観察やカマクラ
づくりなどの体験プログラムなどを考案し、提供。冬ならではの楽しみ
方ができるキャンプ場としても知られるようになった。

（平成10年度）

４月
・札幌市定山渓自然の村管理運営業務受託
９月
・札幌市ミニ児童会館（富丘小、西野第二小、札苗小）
　管理運営業務受託
１１月
・札幌市あいの里ひがし児童会館管理運営業務受託

PickUp!

◆土井知明(現・苗穂はるにれ児童会館勤務)
　エコがブームになりはじめたころ中島児童会館
の2階で“だいさく”が生まれました。

「児童会館でプルタブ集めようよ!!」
「いいねー♪」
「ネーミングはプルタブ大作戦」
「いいねー♪」

そして次の会議で登場したのが“だいさく”
でした。

「プルリングをイメージして作りました」
「へーいいんじゃない。」
「名前は「大作戦」だから“だいさく”は？」

当初はモノクロだった“だいさく”ですが生みの
親から手を離れ、今はカラーになりました。
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◆中川由紀（現・常盤児童会館勤務）
　空の青、川の水の透明。とにかく楽しかった記憶ばかり。
野外炊飯を料理コンクールとして競い合い、「史上最高の味」
と褒められたのがとても嬉しかった。５泊のキャンプを終え
た私を出迎えてくれた母に、まだ山に居たかったと言ったそ
うだ。結果、活動協会主催の中学生キャンプに３回参加し、
数年後社会人になって GW を受講する。参加する側から、
事業に携わる側に代わっても、キャンプファイアーの炎を仲
間と囲むと、今でも胸が「きゅん」としてしまうのだ。

→☆P19
【座談会／
創設期を語る会】
ページへ

→☆P57
【活動協会
近10年の歴史】
ページへ

楽しい思い出いっぱい

大築覚
（現・企画事業課勤務）

言葉でつなぐ活動協会の歴史

　想いが詰まった30年という歴史の中から、
ほんの少し、ほんの一部分だけを見ていた
だきました。

活動協会の歴史が続く限り
「キーワード」もつながり続けます。

　　　　　　　☆キーワードリレー END

活動協会の歴史は
こどもたちの笑顔と共に

1999
さっぽろ羊ケ丘展望台「羊ケ丘ウエディングパレス」、北海道立総合
体育センター（きたえーる）、市民活動プラザオープン。北海道子ど
も学会開催。羽田発新千歳行き全日空機乗っ取り、機長刺され死亡。
東海村の核燃料工場で国内初の臨界事故。

・設立20周年記念誌『20年のあゆみ』発行
・遊びのキャラバン（迷路）
・ファミリードライビングキャンプ
・遊然塾トライキャンプ
・札幌市立幼稚園研究協議会実技研修会
・学童保育指導員研修会
［青少年センター事業］
　・遊育塾「親子体操あそび」
［女性センター事業］
　・託児ボランティア養成研修会（～2003）
　・特別女性相談（～2000）
　・編集ボランティア養成講座（～2002）
　・異文化フォーラム（～2001）
［こども劇場事業］
　・加藤博さんサントリー地域賞受賞
　・ざ・にんぎょうじょうるりユースクラス（～現在）
　・こぐま座こども人形劇団（～現在）
　・演劇キッズ養成講座（～2001）
　・北海道の紙芝居　梁川剛一展
　・プロデュース公演「僕らの学校物語」
［定山渓自然の村事業］
　・草木染め体験&温泉ツアー
　・林業体験会
　・日帰りかんじき体験&温泉ツアー
　・日帰りスノーシュー体験&温泉ツアー（～2000）
　・日帰り紅葉の夕日岳軽登山＆温泉ツアー（～2000）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ほか

社会背景

受託施設

事　業

よつ葉わんぱくカントリー

　よつ葉乳業㈱の主催キャンプで子どもたちの生活指導を担当。小学5
年、6年生対象のキャンプ事業で、国設然別湖畔北岸野営場を会場に3
泊4日の日程で実施。特別列車「わんぱくカントリー号」（お座敷列
車）で新得まで移動。グループ活動を中心に、然別湖でのカヌー体験や
にしかみ農園でのジャガイモなどの収穫体験、藤田牧場での酪農体験、
ネイチャートレールゲーム、東ヌプカウシヌプリ登山、よつ葉の十勝主
管工場見学等を行った。2003年度から主催者の要望で会場を鹿追自然
ランドに変更、事業規模を縮小（日程2泊3日、参加人数を80人から24
人、2004年は48人）して実施した。

（平成11年度）

児童会館全館受託

　1999年6月児童会館運営の効率化を図ることと、これまでの児童会館
の運営の実績により札幌市から全館を受託。103館の管理運営業務を行
う。同時に、開館時間が午後6時までに延長となった。

こぐま座こども人形劇団

　小学校3年生から6年生を
対象に人形劇団を結成。人
形劇を創っていく中で創造
性を培い、子どもたちの舞
台芸術活動の可能性を追求
し支援するとともに、劇場
の次代を担う表現者の育成
を図る。2000年度からは、
人形劇の審査公演を行う
「札幌人形劇祭」に連続し
て参加し、豊かな発想力と観客を楽しませる表現力が高く評価され、毎
年入賞を果たしている。
　文化庁の助成を受けスタートした『キッズドリーム 21』の中の一事
業であり、地域において子どもたち同士がふれあう豊かな体験の場や機
会の充実、連帯感や表現する喜び、自ら新たな可能性を発見することに
つながる文化活動へ参加する機会を提供することを目的とした。その
他、子ども対象事業として、1999年度に中・高校生を対象とした人形
浄瑠璃講習会「ざ・にんぎょうじょうるりユースコース」、2003年度
には中・高校生を対象とした演劇講座「劇☆やまびこ座YOUTH」がス
タートした。

６月
・札幌市児童会館（64館<市内既存児童会館全館>）管理運営業　
務受託

９月
・札幌市ミニ児童会館（新琴似南小、北白石小、もみじ台小）　
管理運営業務受託

２月
・札幌市平岡みどり児童会館管理運営業務受託
３月
・札幌市天文台の管理補助業務終了

キーワードリレー

PickUp!
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寺尾:｢人形劇団ブランコ｣の寺尾です。1964年に｢ブラン
コ｣が誕生したのですが、その時社会人の人形劇サークル
『ひよっこ』の当時のリーダー宇田川さんに人形劇の基本
を教わりに行った時に、初めて加藤さんに出会いました。
その後は、加藤さんに人形劇団ブランコの愚痴を聞いても
らったり、相談事があると加藤さんへ話していました。そ
んな付き合いが長く続いていました。

鈴木:中島児童会館に勤務している鈴木です。はじめに加
藤さんと出会ったのは、1972年の北郷児童会館のオープン
準備（※①）として中島児童会館で勤務していた時でし
た。当時、加藤さんは中島児童会館の勤務でした。その時
いろいろと教えていただきました。そして、16年後、こど
もの劇場やまびこ座（※以下劇場）がオープンして1年が
過ぎた時に児童会館的要素のある施設にしたいという事
で、呼んでいただき勤務することになりました。当時、劇
場はすでに活動協会の運営でしたので、札幌市の非常勤を

退職して、活動協会に入りました。その時、加藤さんに
『子どもに関わる仕事をしている人は常に何かに挑戦しな
きゃダメだ!』ということを教えていただき、主任試験に
挑戦しました。

木田橋:人形劇団ひよっこの木田橋くに子です。最初の出
会いは、社会教育課留守家庭児童指導員の研修を受けた
時。その時の講師が加藤博さんでした。ちょっと風変わり
で良く言えばダンディーなおじさんは何者?とおもったも
のです。ちなみに、佳代ちゃん（鈴木佳代子）は、2年後
中島児童会館指導員として入ったんだよね。会議などで中
島児童会館に来るたび（当時、加藤氏は中島児童会館館
長）にちょっとずつ人形劇の話を聞いたり、紙芝居作りの
手伝いをしてもらってるうちに、劇団に顔を出すように
なったのがきっかけになりました。人形劇団ひよっこ 代表　木田橋　くに子さん

加藤さんの亡くなった2001年より人形劇団ひよっこ代表となる。

人形劇団ブランコ　　代表　寺尾　邦宏さん
1963年に人形劇団ブランコ設立。
人形劇について加藤さんに相談していた。

『座談会・加藤博さんを語る』

※①　当時の児童会館は、札幌市の直営館と活動協会の委託館と 2 つの運営
方法をとっていた。

　札幌市こどもの劇場やまびこ座・札幌市
こども人形劇場こぐま座の初代館長であ
り、札幌の人形劇振興に多大なる功績を残
した加藤博さん。｢人形劇団ひよっこ｣の元
代表でもあり、現在札幌で活躍しているア
マチュア人形劇団の方々の多くは、加藤さ
んに人形劇を教わった経験があると思いま
す。2001年に亡くなられた後も、たくさん
の方々に慕われ、現在も｢人形劇団ひよっこ
｣では、毎年メモリアル公演を実施し、加藤
さんの想いをつたえ続けています。
　人形劇を通じて札幌の文化活動に大きな
影響を与えた「加藤博さん」と、関わりの
深い4名の方にお集まりいただき、お話を伺
いました。

参加者：寺尾邦宏さん　　 （人形劇団ブランコ代表）

　　　　木田橋くに子さん （人形劇団ひよっこ代表）

　　　　澤崎和子さん　　 （人形劇団タックル代表）

　　　　鈴木佳代子さん　 （財団法人札幌市青少年女性活動協会児童会館担当課長）

　司会：池内潤樹　　  （30 周年記念誌プロジェクトメンバー こども劇場課）
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澤崎:｢人形劇団タックル｣の澤崎です。昔は｢童夢｣という
劇団をやっていました。こぐま座が出来た年（1976年）に
は、｢お母さんのための人形劇講座｣が年に2回あって、そ
の講座の2回目の受講生です。加藤さんの印象は、目を細
くしてクシャっと笑う表情が思い出深いです。講座の時、
いきなりスタイロフォームを渡されて球体を作れと言われ
たのが印象的で、その時｢せいろくてんぐ｣と言う人形劇を
作りました。いろいろな理由で劇団員が減ってしまってか
らは、加藤さんが天狗役で手伝ってくれていました。上演
前には、居住いを正して集中している姿が印象的でした。

司会:みなさん、ありがとうございます。いろいろな出会
いや、思いがたくさんあるんだと改めて長い歴史を感じま
した。今、加藤さんとの出会いを伺ったのですが、その時
の加藤さんの印象はどのような感じでしたか?

寺尾:人形劇について分かりやすくニコニコしながら教え
てくれたのが加藤さんでした。「ひよっこ」の稽古場に
行った時は、稽古中は集中している姿を見たことがなかっ
たんですが、いざお芝居がはじまると面白い。当時社会人
の人形劇サークルで勉強できるといったら「ひよっこ」し
かなかった。そんな中、加藤さんが講師の人形劇講座の助
手をしないかというお話をいただいた時に「とん吉とカラ
ス」を製作した。当時はカラスの役を加藤さんがやってく
れました。一人遣いで上演している今でも加藤さんの雰囲
気がカラス役に生きています。

鈴木:いろいろな事を教えていただいた方でした。加藤さ
んは人形劇、仕事に対して厳しい方でした。その場その
場で状況を見ながら答えを出していく（根っこはぶれな

い）。話していて加藤ワールドにすいこまれる方だった。
「ひよっこ」の作品は大好きでたくさん観てました。特に
「チリンの鈴」（※②）は観たあと、涙と鼻水がとまらな
かった。

木田橋:加藤さんは上司とはケンカするけど、同僚や後
輩、仲間たちは大事にする人だった。ケンカというのは、
自分の思いや考えを突き通すと言う意味です。当時、市役
所には、加藤博、加藤多一、原子修と言う3人の自分の道
を進む方たちがいたなと思う。加藤さんはブレザーにルー
プタイがトレードマークの破天荒な方だった。

澤崎:講座が終わってから、劇場外での公演を行えといわ
れてビックリしたことがあります。その時、100円でもい
いから、お金は必ずいただけ!といわれました。そのお金
で、より良い作品を作っていけば良いのだから言っていま
した。

司会:みなさん、加藤さんには様々な影響を受けていると
思うのですが、特に印象深い事業や、出来事などをお伺い
したいのですが、いかがでしょうか?

寺尾:加藤さんがひよっこのリーダーになってからは、
様々な舞台を見せてくれました。特に印象的なのが、ケコ
ミ（※③）に落とし穴を作ったものでした。いろんな意味
で挑戦的で、他のグループに刺激をあたえてくれるのが、
加藤さんだった。ずいぶん勉強させてもらった。

鈴木:加藤さんが館長のころのやまびこ座では、いろいろ
な仕事をさせていただいた。例えば『風雲やまびこ城』
（※④）という忍者あそびでは加藤さんが親方様だった。
あれは、面白かった。お化けやしきなども劇団の方々と一
緒に作り上げた。加藤さんは「お前たちのすきなようにや

※②　｢チリンの鈴｣ →やなせたかし氏原作の作品を人形劇団ひよっこがス
ライドとして制作。その後人形劇化し加藤さんが演出を務める。
※③　ケコミ→人形操作者が隠れるための衝立状のもの　　
※④　風雲やまびこ城→やまびこ座オープンから平成 13 年まで実施してい
たやまびこ座の事業。小学生を対象にした地域をフィールドにしてのゴッコ
遊び（忍者あそび）。　

財団法人札幌市青少年女性活動協会
児童会館担当課長　鈴木佳代子さん
1989年に活動協会入社

人形劇団タックル　　代表　澤崎　和子さん
1976年に人形劇講座に参加し、人形劇団を設立。
講座で加藤さんに指導していただく。
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れ!」と言ってくれるので安心して色々なことに挑戦でき
た。いろいろな体験をさせてもらいました。自分たちが楽
しい事業は、みんな楽しんで参加していただける、それは
基本に流れています。

澤崎:よく聞かされたのは、北海道の人形劇は歴史がある!
という話だった。その話を自慢げに話していました。

木田橋:こぐま座オープン当初は、｢人形劇団ひよっこ｣と｢
人形劇団ブランコ｣、｢青い鳥（のちの｢けっ｣）｣、の3つの
劇団が｢頑張ればなんとかできるか｣という思いで沢山の作
品を作った。当時製作した人形劇は今でも上演している。

寺尾:あの時期は、寝ないで人形劇をつくっていた。こぐ
ま座が出来てからは、たまり場みたいな感じだった。行け
ば加藤さんがいるし、好きなだけ人形劇の話をしていた。
こぐま座を作ったのもすごいけど、加藤さんがそれを、私
たちに思う存分使わせてくれたことが偉大だと思う。

木田橋:こぐま座を自分たちの家だと思って使えといわれ
ていた。たとえば、トイレの電気つけっぱなしにしないと
かもそう、自分たちの家だったら消すだろ。とか、をよ
く言われていた。学生劇団はよく怒られていました。その
頃、学生だった岩崎さん（現、活動協会市民参画部長）も
来ていたり、沢さん（チェコ在住・人形劇師）なんかもこ
の時期にこぐま座を利用していた。そのころ、加藤さんが
自由に利用させてくれたことが大きな影響を与えていると
思う。

司会:やはり、加藤さんといえば、劇場であると思うので
すが、みなさんにとって劇場が10年後どうあって欲しいか
などのビジョンをお伺いしたいのですが

寺尾:これからの劇場のありかたはどうだろう?現在劇場の
観劇者の幼児化が進んでいる。そして、毎回はじめて来た
という人がいる。でも、観客数が増加しない。劇場がどう
あるべきかよりも、人形劇活動を行っている自分たちとし
ては、自分たちがどうしていくべきかを模索している。こ
んなとき加藤さんなら、どう思っただろう?

澤崎:加藤さんは、年取ったら、おじいさん劇団を作りた
いっていっていたよね。見たかったな。

木田橋:今、孫を連れて来る方が多い。子どもよりも、大
人を教育しないとダメなのかも。私たち劇団も劇場も底辺
拡大などの事を考えていくべきなのかもしれない。

寺尾:こぐま座こども人形劇団（※⑤）を卒業した子たち
で、今、中高生になっても活動を続けたいという子が出て
きている。その子たちの活動を支えてあげることから、大
事にしていきたい。劇場の役割として、今後もあり続けて
いくためには長いスパンで考え、子どものころから人形劇
にふれる機会を増やしていって欲しい。

鈴木:劇場では、こども人形劇団や遊劇舎（※⑥）を実施
していますね。児童会館でも人形劇クラブなどを実施して
いる会館もあり、人形劇や芝居を楽しみ、一生懸命な姿
を見せる、自分たちで公演する。そんな風に小学生、中学
生、大人と繋がればいいなぁーと思う。

寺尾:人形劇は作る喜びだけじゃない。作るときの悩みな
ど、いろいろな意味で勉強しなければダメだし、それは、
大人になっても大切な事だと思う。だから、子どものうち
に、人形劇にふれて欲しいと思う。昔のように自然の中で
遊んでいた時の方が心は豊かだったのかもしれない。空想
することや自分で考えて作ることを知って欲しい。そうい
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1931年9月4日　10人兄弟の3男として空知郡山部村（現富良野市）に生まれる。
1952年	 琴似町教育委員会に勤務。
1955年	 琴似町が札幌市と合併により札幌市職員となる。桑園出張所勤務。
1959年	 札幌市職員が中心となった人形劇団｢ひよっこ｣に参加する。
1962年	 ｢人形劇団ひよっこ｣の代表となる。
1963年	 北海道人形劇協議会代表となる。
1976年	 札幌市こども人形劇場担当職員（館長）。
	 日本初の｢人形劇が仕事の公務員｣が誕生した。
1979年	 ｢人形劇団ひよっこ｣が札幌市民文化奨励賞を受賞。
1988年	 ｢札幌市こどもの劇場やまびこ座｣がオープンし、
	 こぐま座、やまびこ座両館の館長となる。
1990年	 国際人形劇連盟日本センター（日本ウニマ）の幹事となり、
	 日本全体の人形劇の世話役となる。
1991年	 定年退職。財団法人札幌市青少年婦人活動協会の職員となり、
	 11年3月まで館長を務める。
1999年6月　第21回サントリー地域文化賞　受賞
2001年1月29日　死去

う意味では、演劇や人形劇はすばらしい環境作りに貢献で
きるのではないかと思う。

鈴木:札幌市に2つの劇場があるのだから、劇場から劇団へ
演技指導、活動などのサポートがあればもっと子どもたち
の活動が広がる気がします。

寺尾:集団で物をつくる。それは、人数が増えれば増える
ほど、ぶつかる事も増えると思うけど、それは、社会の縮
図のようなもので、その中で我慢する事も覚えるだろう
し、お互いに感心することもあるだろうし、そして最後に
は1つの劇を形にしたときの喜びもうまれてくる。その過
程が人間形成の中でとっても大事だと思う。

木田橋:私が児童会館でいいなと思う事は、子どもたちが
職員や大人と会話できる環境がとてもいいと思う。劇場も
子どもが、大人と気軽に話が出来る場所であって欲しいな
と思う。

鈴木:自分の意見をいったり、聞いたりできるたまり場的
なところは必要だと思う。いつ行っても、誰が行っても受
け入れてくれるような場所が劇場であって欲しい。

司会:劇場職員もみなさんと沢山話し合い考え、よりみな
さんが利用しやすい場所となればと思います。

木田橋:より多くの方々に人形劇を楽しんでもらいたいと
いう思いがあった加藤さんの思いを繋げて、自分たちもよ
り多くの場所で公演していきたい。人形劇の楽しさを伝え
ていきたいと思っています。

司会:本日は、お集まりいただきありがとうございます。
加藤さんのお話をメインに劇場について、いろいろなお話
が聞けました。加藤さんの思いなど、これから先も繋げて
いくべきことは、よりよくしながら続けていきたいと思い
ます。本日は、貴重なお時間をありがとうございました。

加藤　博　氏

※⑤　こぐま座こども人形劇団→こぐま座で1999年より実施し、現在も継続し
ている小学3年から6年生を対象にした表現活動を行うこぐま座主催事業。

※⑥　遊劇舎→1993年度より、小学3年生から6年生を対象に、劇遊び・劇作り
などを通して表現活動の楽しさを体験してもらうやまびこ座主催事業。
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2000（平成12年度）

ＹＯＳＡＫＯＩ祭り会場で爆発事件。
そごう民事再生法申請。
新2千円札、新500円硬貨発行。
有珠山が噴火。
白川英樹氏がノーベル化学賞を受賞。
雪印乳業製の乳製品の食中毒菌汚染が発覚。

８月

・札幌市ミニ児童会館（前田中央小、ひばりが丘小、東山小）管

理運営業務受託

１月

・札幌市川北児童会館管理運営業務受託

・協会 20周年記念ゆめカレンダー作成

・たきのまつり

・ワールド・ユース・フェスト（～2004）

・遊習塾トライキャンプ

・ウインター・チャレンジ・キャンプ

・発寒勤労青少年ホーム閉館

・札幌市青少年センターが生涯学習センター内に開館

［女性センター事業］

　・ボランティア会議

　・女性問題啓発セミナー

　・出前講座（～ 2003）

　・広報誌発行

　・映画で学ぶ英会話

　・女と男のトークセッション（受託）（～ 2006）

　・ふぃ・めーる発行（講座抄録・編集ボランティア編集～ 2003）

［こども劇場事業］

　・初心者のための人形劇講座（～現在）

　・修了生対象人形劇講座（～ 2008）

　・プロデュース公演「サーカス物語～夢のボロ市～」

［定山渓自然の村］

　・かんじき体験&温泉ツアー

　・自然観察&温泉ツアー

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ほか

社会背景

受託施設

事　業

新たな事務局でスタート

Let’s発寒　閉館（青少年センターとの融合）

　Let’s（レッツ）発寒は1982年に開設し、若者たちのサークル

活動や各種主催講座（ヨット講座、テニス講座ほか多数）、施

設利用者の交流、仲間作りを目的とした「発寒祭」などを積極

的に行った。

　2000年、青少年センターが札幌市西区の生涯学習センター内

に移転し、そこに勤労青少年ホームの機能を統合することとな

り、閉館。青年サークルの活動拠点は発寒から宮の沢に移るこ

ととなった。

　2000年度に、札幌市青少年センター(中央区南9条西14丁目)が、札幌

市生涯学習総合センター ちえりあ内(西区宮の沢1条1丁目)に移転するこ

とに伴い、財団事務局も移転。財団の規模や職員数も増え、新たな事務

局にてスタートした。

「ようこそ自然の村へ」 定山渓自然の村

　「家族で休日を楽しむ場所」として定着するよう、活動協会のノウハウを生かしさ

まざまなプログラムを提供。親子で楽しみながら体験学習できる場を目指した。キャ

ンプファイヤーや木工作、林業体験のほか、オープン当初不評だった駐車場からの700

メートルの歩道に、動植物に関連する豆知識などクイズ看板を設置し自然を楽しむ遊

歩道とした工夫は大変好評だった。

　北海道内で通年で開設しているキャンプ場は珍しく、積雪を利用したそり遊び、か

まくら作り、キャンプ場で過ごすクリスマスの提案をはじめ、釜焼きピザやフィール

ドアスレチック、ドラム缶風呂などさまざまなプログラム体験ができるファミリー

キャンプ場として定着している。

 

新・青少年センター開館

　「人や物と出合う・つながる・いつでも何かある」をテーマ

にライブ・カフェ・トークなどさまざまな事業を展開し、地下

鉄駅直結という利便性から、青年に限らず幅広い年代の方々が

集う場所となっている。

「札幌の文化を支える担い手を育成」人形劇講座

　こぐま座・やまびこ座のオープン以来、初心者を対象とした人形劇講

座を開講。札幌の文化、劇場を担う人材の育成と、公演活動の活性化を

目指している。この講座で誕生した人形劇団が中心となり、こぐま座・

やまびこ座での上演活動を支えている。さらに、2000年度からは経験

者を対象にした「修了生対象人形劇講座」を新たに開講。新しい作品の

創造と、人形操作・美術・演出等、よりスキルアップを目指した作品づ

くりを目的とし、多くのベテラン人形劇団が受講し、次々と新作を発表

した。新しい作品づくりをとおして、劇団、劇場ともに活性化を果たし

た有意義な事業であった。(～2008年まで)

 
札幌市生涯学習総合センター ちえりあ
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2000（平成12年度）

ＹＯＳＡＫＯＩ祭り会場で爆発事件。
そごう民事再生法申請。
新2千円札、新500円硬貨発行。
有珠山が噴火。
白川英樹氏がノーベル化学賞を受賞。
雪印乳業製の乳製品の食中毒菌汚染が発覚。

８月

・札幌市ミニ児童会館（前田中央小、ひばりが丘小、東山小）管

理運営業務受託

１月

・札幌市川北児童会館管理運営業務受託

・協会 20周年記念ゆめカレンダー作成

・たきのまつり

・ワールド・ユース・フェスト（～2004）

・遊習塾トライキャンプ
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　・広報誌発行

　・映画で学ぶ英会話
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　・ふぃ・めーる発行（講座抄録・編集ボランティア編集～ 2003）
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　・修了生対象人形劇講座（～ 2008）

　・プロデュース公演「サーカス物語～夢のボロ市～」
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Let’s発寒　閉館（青少年センターとの融合）
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活動や各種主催講座（ヨット講座、テニス講座ほか多数）、施

設利用者の交流、仲間作りを目的とした「発寒祭」などを積極

的に行った。

　2000年、青少年センターが札幌市西区の生涯学習センター内

に移転し、そこに勤労青少年ホームの機能を統合することとな

り、閉館。青年サークルの活動拠点は発寒から宮の沢に移るこ

ととなった。

　2000年度に、札幌市青少年センター(中央区南9条西14丁目)が、札幌

市生涯学習総合センター ちえりあ内(西区宮の沢1条1丁目)に移転するこ

とに伴い、財団事務局も移転。財団の規模や職員数も増え、新たな事務
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　「家族で休日を楽しむ場所」として定着するよう、活動協会のノウハウを生かしさ
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　北海道内で通年で開設しているキャンプ場は珍しく、積雪を利用したそり遊び、か
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創造と、人形操作・美術・演出等、よりスキルアップを目指した作品づ

くりを目的とし、多くのベテラン人形劇団が受講し、次々と新作を発表

した。新しい作品づくりをとおして、劇団、劇場ともに活性化を果たし

た有意義な事業であった。(～2008年まで)

 
札幌市生涯学習総合センター ちえりあ
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2001 （平成13年度）

札幌ドームオープン。池田小児童殺傷事件、児童８人死亡。
ノーベル化学賞に野依良治氏。

９月

・札幌市ミニ児童会館（白楊小、苗穂小、西岡小）管理運営業務受託

・「ｉ・あいプラン 21」スタート

・さっぽろパフォーマンスカーニバル「だい・どん・でん」

・滝野「夏だ！滝野だ！水遊び大集合！」

・滝野「新春雪遊びの祭典」

・父と子のソフトサバイバルキャンプ

［女性センター事業］

　・男女共同参画サロン（～ 2005）

　・女性問題学習セミナー（～ 2009）

　・男女共同参画週間事業（シンポジウム）（～ 2006）

　・男女共同参画研究事業（～ 2002）

　・編集ボランティア研修会・研究会（～ 2003）

　・育児・子育て講演会

　・グループ相談（～ 2004）

　・女性問題学習セミナー（～ 2003）

　・新聞クリッピング（～ 2005）

　・英語購読講座

　・総合相談（～現在）

　・女性センター開館 20周年記念フェスティバル実施

　・世界を読み解くセミナー

　・起業準備講座（～ 2003）

［こども劇場事業］

　・プロデュース人形劇（子どもの権利条約普及啓発人形劇）

　　「トトコとまほうのなかまたち～オズの国までつれてって」

　　（～ 2003）

　・プロデュース公演「虹☆カラクル」（～ 2002）

［定山渓自然の村事業］

　・森林探訪と温泉の集い

　・工作会出前講座

　・お楽しみ工作会（クリスマスリース作り）

　・週末ファミリーキャンプ

　・施設ボランティア研修（～2010）

　・日帰り軽登山&温泉ツアー 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ほか

社会背景

受託施設

事　業

「ｉ・あいプラン21」スタート

さっぽろパフォーマンスカーニバル「だい・どん・でん」

　中央勤労者青少年ホーム（Let’s中央）を拠点に若者による実行委員会を組織

し、札幌の中心街活性化に向けてパフォーマンスイベントを企画。全国的に著名

な招待パフォーマーに加え市民パフォーマーによる弾き語り、フラダンス、南京

玉すだれ、ジャグリングなどを商店街、地下街、狸小路などで展開した。

　蕎麦屋店舗内の落語など、さまざまな仕掛けも行った。規模の拡大に伴う組織

体制の変更を経ながら、現在も継続して札幌中心部の一大イベントとなって市民

に定着している。

「市民のより身近に人形劇を」法務局提携人形劇

　やまびこ座、こぐま座がプロデュースした初めての人形劇作品。創造型の劇

場づくりを目指した専門家遠州まさき氏（脚本）、竹田洋一氏（演出）との共

同作品で、質の高い作品を、札幌市「子どもの権利条約」の啓発事業として実

施した。人形劇になじみのない方にも受け入れられるよう「オズの魔法使い」

の物語をベースに、親子の愛情と子どもの自立、自己選択などをストーリーに

盛り込んだ。観劇した子どもたちをはじめ、保護者やアマチュア劇団の方から

の反響も多かった。

　1997年から3年をかけて、財団内で検討を進めていた将来構想策定プ

ロジェクトの提言を基に、より具体的な方向性(目標)と具体的な事業の

推進のため、2000年11月に「ゆめプラン21策定プロジェクト」が発足

した。当時の畑茂士常務理事をプロジェクト総括として、7名の職員が

プロジェクトメンバーとなり、協会の持つ各種機能を連携しさらに充実

した横断的な事業の実施に向けて議論を重ね、「i・あいプラン21」の

策定を行った。

　「i・あいプラン21」は、5つの「i（あい）」ささえあい事業（地域

交流・ボランティア活用事業）、ふれあい事業（世代間交流・ファミ

リー対象事業）、そだちあい事業（グループ支援事業）、つどいあい事

業（協会合同事業）、つたえあい事業（オリジナリティ向上事業）で構

成され、21世紀の札幌のまちづくり・人づくりを具体的にどのように

進めるかを示した。

　2001年度より「i・あいプラン21」に基づく事業計画を各課策定する

と同時に、課・各施設横断事業として「スノー&アイスキャンドル大作

戦」を行うことになるなど、各課のノウハウや情報共有は現在でも意識

化されている。

「すべての児童に遊びを通じた学びの場を」障がい児受け入れ開始

　障がいを持った児童の放課後の遊び場と保護者の就労支援を目的に受け入れを開始。児童クラブと直接来館による支援から始まった。

事務局には専門員の職を設置し、現場を巡回し職員のフォローや保護者との面談にあたるなど体制の強化を図った。さらに、職員派遣研

修として養護学校や障がい児受入れ保育園への実務研修などを取り入れ、各児童会館での受け入れをスムースに行う工夫を行った。

PickUp!
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2001 （平成13年度）

札幌ドームオープン。池田小児童殺傷事件、児童８人死亡。
ノーベル化学賞に野依良治氏。

９月

・札幌市ミニ児童会館（白楊小、苗穂小、西岡小）管理運営業務受託

・「ｉ・あいプラン 21」スタート

・さっぽろパフォーマンスカーニバル「だい・どん・でん」

・滝野「夏だ！滝野だ！水遊び大集合！」

・滝野「新春雪遊びの祭典」

・父と子のソフトサバイバルキャンプ

［女性センター事業］

　・男女共同参画サロン（～ 2005）

　・女性問題学習セミナー（～ 2009）

　・男女共同参画週間事業（シンポジウム）（～ 2006）

　・男女共同参画研究事業（～ 2002）

　・編集ボランティア研修会・研究会（～ 2003）

　・育児・子育て講演会

　・グループ相談（～ 2004）

　・女性問題学習セミナー（～ 2003）

　・新聞クリッピング（～ 2005）

　・英語購読講座

　・総合相談（～現在）

　・女性センター開館 20周年記念フェスティバル実施

　・世界を読み解くセミナー

　・起業準備講座（～ 2003）

［こども劇場事業］

　・プロデュース人形劇（子どもの権利条約普及啓発人形劇）

　　「トトコとまほうのなかまたち～オズの国までつれてって」

　　（～ 2003）

　・プロデュース公演「虹☆カラクル」（～ 2002）

［定山渓自然の村事業］

　・森林探訪と温泉の集い

　・工作会出前講座

　・お楽しみ工作会（クリスマスリース作り）

　・週末ファミリーキャンプ

　・施設ボランティア研修（～2010）

　・日帰り軽登山&温泉ツアー 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ほか

社会背景

受託施設

事　業

「ｉ・あいプラン21」スタート

さっぽろパフォーマンスカーニバル「だい・どん・でん」

　中央勤労者青少年ホーム（Let’s中央）を拠点に若者による実行委員会を組織

し、札幌の中心街活性化に向けてパフォーマンスイベントを企画。全国的に著名

な招待パフォーマーに加え市民パフォーマーによる弾き語り、フラダンス、南京

玉すだれ、ジャグリングなどを商店街、地下街、狸小路などで展開した。

　蕎麦屋店舗内の落語など、さまざまな仕掛けも行った。規模の拡大に伴う組織

体制の変更を経ながら、現在も継続して札幌中心部の一大イベントとなって市民

に定着している。

「市民のより身近に人形劇を」法務局提携人形劇

　やまびこ座、こぐま座がプロデュースした初めての人形劇作品。創造型の劇

場づくりを目指した専門家遠州まさき氏（脚本）、竹田洋一氏（演出）との共

同作品で、質の高い作品を、札幌市「子どもの権利条約」の啓発事業として実

施した。人形劇になじみのない方にも受け入れられるよう「オズの魔法使い」

の物語をベースに、親子の愛情と子どもの自立、自己選択などをストーリーに

盛り込んだ。観劇した子どもたちをはじめ、保護者やアマチュア劇団の方から

の反響も多かった。

　1997年から3年をかけて、財団内で検討を進めていた将来構想策定プ

ロジェクトの提言を基に、より具体的な方向性(目標)と具体的な事業の

推進のため、2000年11月に「ゆめプラン21策定プロジェクト」が発足

した。当時の畑茂士常務理事をプロジェクト総括として、7名の職員が

プロジェクトメンバーとなり、協会の持つ各種機能を連携しさらに充実

した横断的な事業の実施に向けて議論を重ね、「i・あいプラン21」の

策定を行った。

　「i・あいプラン21」は、5つの「i（あい）」ささえあい事業（地域

交流・ボランティア活用事業）、ふれあい事業（世代間交流・ファミ

リー対象事業）、そだちあい事業（グループ支援事業）、つどいあい事

業（協会合同事業）、つたえあい事業（オリジナリティ向上事業）で構

成され、21世紀の札幌のまちづくり・人づくりを具体的にどのように

進めるかを示した。

　2001年度より「i・あいプラン21」に基づく事業計画を各課策定する

と同時に、課・各施設横断事業として「スノー&アイスキャンドル大作

戦」を行うことになるなど、各課のノウハウや情報共有は現在でも意識

化されている。

「すべての児童に遊びを通じた学びの場を」障がい児受け入れ開始

　障がいを持った児童の放課後の遊び場と保護者の就労支援を目的に受け入れを開始。児童クラブと直接来館による支援から始まった。

事務局には専門員の職を設置し、現場を巡回し職員のフォローや保護者との面談にあたるなど体制の強化を図った。さらに、職員派遣研

修として養護学校や障がい児受入れ保育園への実務研修などを取り入れ、各児童会館での受け入れをスムースに行う工夫を行った。

PickUp!
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2002（平成14年度）  

ノーベル物理学賞・小柴昌俊氏、ノーベル化学賞・田中耕一氏、
日本人２人同時受賞。
日韓共同開催でサッカーＷ杯開催。
完全学校5日制の実施。

９月　
・札幌市ミニ児童会館（厚別北小、真栄小、星置東小）管理運営業
務受託

・総合ネットワークシステム（財務システム）導入

・ハックルベリーアドベンチャーキャンプ（夏、冬）

・市電フェスティバル

［女性センター事業］

　・主催事業の抄録の発行「フィーメールぷらす」（～2004）

　・男女共同参画調査研究事業（～2009）

［児童会館事業］

　・メビウススタジオ（～現在）

［定山渓自然の村事業］

　・セルフプログラム「ドラム缶風呂体験」（～現在）

　・ファミリーキャンプ

　・夕日岳、朝日岳登山と温泉に親しむ集い（～2004）

　・出前工作会（～現在）

　・歩くスキーと温泉に親しむ集い（～2003）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ほか

社会背景

受託施設

事　業

総合ネットワークシステム導入

「児童会館を学生の学びの場に」児童会館　北星学園実習生受け入れ

　北星大学心理・応用コミュニケーション学科の学生の現場理解を深める実習の場として児童会館と北星学園が提携。現場体験、実習とし

て大学生の受け入れを開始、現在も継続している。

　1館につき1名の実習生を受け入れ、主任指導員を中心に細やかな指導および事後の評価を行った。期間中に北星大学の教官が児童会館を

巡回し、大学とは別の表情を見せる学生たちの様子を見守った。学生は直接児童たちと触れ合う機会となり、職員は学生の指導をとおして

日々の業務を振返ることができ、双方の学びにつながった。

「ドラム缶風呂体験」

　2002年7月より新たな野外活動体験プログラムとしてスタート。大自然の中で開放感を味

わいながら、ドラム缶風呂を体験できることから利用者に人気の高いプログラムとなった。

　当初はスタッフが火付け等をお手伝いするガイドプログラムであったが、現在は利用者が

自ら火付けから後片付けまで行うセルフプログラムに移行している。主に親子の利用が多

く、体験後には「日常では体験できないことなので、とても楽しかった」等の感想をいただ

いている。

　このように定山渓自然の村では、常に新たな野外活動（アクティビティ）を利用者に提案

しその活動支援に力を注いでいる。

　当財団の各セクション及び各施設間の情報共有化と事務の効率化を推

進するため、既存事務機器を有効利用した「財務会計及び文書管理シス

テム及びネットワークシステム」を網羅した、総合的なシステムを導

入。例えば出勤簿の押印はパソコンでクリックすることでできるように

なった。

　2001年6月より本格的に開発がスタートし、事務の移行期間を経て

2002年6月より稼働。これまで各施設に点在していた書類等がデータ化

されることにより、経験の共有化と供に状況確認等が可能となった。

　セクションによっては通信環境やハード機器の整備から行わなければ

いけないところもあり、導入までの道のりはけっして平坦ではなかった

が、現在もカスタマイズを繰り返しながら稼働、財団の事務事業には不

可欠となっている。

「ハックルベリーアドベンチャーキャンプ」

　2002年度から新たにスタートしたキャンプ事業。学校週5日制を有

効活用し、社会体験や直接自然体験の機会を増やそうと実施した。小

学1年生から3年生を対象としたリトルコース、小学4年生から6年生を

対象としたジュニアコースを設け、市内に限らず北海道の自然を

フィールドに活動的なプログラムを展開した。

　同じフィールドを使って2つのプログラムを展開する運営方法や洞爺

湖の中島をゴールとしたカヌープログラムは当時では珍しく、ここで

のノウハウが現在のキャンプ事業でも生かされている。当事業は2006

年度まで行われたが、2009年度に再実施し、天売島をフィールドとし

た体験活動では多くの子どもたちが日ごろ体験できないさまざまな活

動を行った。

「皆で冬を楽しみましょう」全施設統一事業　スノー&アイスキャンドル大作戦

　活動協会が管理運営している札幌市内の施設が全

館で取り組んだ地域交流イベント。札幌の冬ならで

はの素材と環境を生かしたキャンドルシェード作り

は当時は珍しく、製作方法を保護者や地域の方々に

伝える講座も行った。点灯は雪まつり開催期間に合

わせていたが、2010年の現在は各地域イベントと連

携するなどして地域密着型の交流イベントとして成

長している。

 

きのうほたるをみました。

ほたるをみてきれいでした。

ちかちかひかってておもしろかっ

たです！！

8:30ぐらいにゲロゲログワッグワッとない

てカエルのがっしょうであった。ちょっと

うるさかった。はずかしいことがあった。

池におちた。つかれた。2日目ーぶたじる

を作った。肉がおいしかった。ロバートに

一番おいしいと言われた。火がなかなかつ

かなかった。さいごにやったらついた。
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2002（平成14年度）  

ノーベル物理学賞・小柴昌俊氏、ノーベル化学賞・田中耕一氏、
日本人２人同時受賞。
日韓共同開催でサッカーＷ杯開催。
完全学校5日制の実施。

９月　
・札幌市ミニ児童会館（厚別北小、真栄小、星置東小）管理運営業
務受託

・総合ネットワークシステム（財務システム）導入

・ハックルベリーアドベンチャーキャンプ（夏、冬）

・市電フェスティバル

［女性センター事業］

　・主催事業の抄録の発行「フィーメールぷらす」（～2004）

　・男女共同参画調査研究事業（～2009）

［児童会館事業］

　・メビウススタジオ（～現在）

［定山渓自然の村事業］

　・セルフプログラム「ドラム缶風呂体験」（～現在）

　・ファミリーキャンプ

　・夕日岳、朝日岳登山と温泉に親しむ集い（～2004）

　・出前工作会（～現在）

　・歩くスキーと温泉に親しむ集い（～2003）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ほか

社会背景

受託施設

事　業

総合ネットワークシステム導入

「児童会館を学生の学びの場に」児童会館　北星学園実習生受け入れ

　北星大学心理・応用コミュニケーション学科の学生の現場理解を深める実習の場として児童会館と北星学園が提携。現場体験、実習とし

て大学生の受け入れを開始、現在も継続している。

　1館につき1名の実習生を受け入れ、主任指導員を中心に細やかな指導および事後の評価を行った。期間中に北星大学の教官が児童会館を

巡回し、大学とは別の表情を見せる学生たちの様子を見守った。学生は直接児童たちと触れ合う機会となり、職員は学生の指導をとおして

日々の業務を振返ることができ、双方の学びにつながった。

「ドラム缶風呂体験」

　2002年7月より新たな野外活動体験プログラムとしてスタート。大自然の中で開放感を味

わいながら、ドラム缶風呂を体験できることから利用者に人気の高いプログラムとなった。

　当初はスタッフが火付け等をお手伝いするガイドプログラムであったが、現在は利用者が

自ら火付けから後片付けまで行うセルフプログラムに移行している。主に親子の利用が多

く、体験後には「日常では体験できないことなので、とても楽しかった」等の感想をいただ

いている。

　このように定山渓自然の村では、常に新たな野外活動（アクティビティ）を利用者に提案

しその活動支援に力を注いでいる。

　当財団の各セクション及び各施設間の情報共有化と事務の効率化を推

進するため、既存事務機器を有効利用した「財務会計及び文書管理シス

テム及びネットワークシステム」を網羅した、総合的なシステムを導

入。例えば出勤簿の押印はパソコンでクリックすることでできるように

なった。

　2001年6月より本格的に開発がスタートし、事務の移行期間を経て

2002年6月より稼働。これまで各施設に点在していた書類等がデータ化

されることにより、経験の共有化と供に状況確認等が可能となった。

　セクションによっては通信環境やハード機器の整備から行わなければ

いけないところもあり、導入までの道のりはけっして平坦ではなかった

が、現在もカスタマイズを繰り返しながら稼働、財団の事務事業には不

可欠となっている。

「ハックルベリーアドベンチャーキャンプ」

　2002年度から新たにスタートしたキャンプ事業。学校週5日制を有

効活用し、社会体験や直接自然体験の機会を増やそうと実施した。小

学1年生から3年生を対象としたリトルコース、小学4年生から6年生を

対象としたジュニアコースを設け、市内に限らず北海道の自然を

フィールドに活動的なプログラムを展開した。

　同じフィールドを使って2つのプログラムを展開する運営方法や洞爺

湖の中島をゴールとしたカヌープログラムは当時では珍しく、ここで

のノウハウが現在のキャンプ事業でも生かされている。当事業は2006

年度まで行われたが、2009年度に再実施し、天売島をフィールドとし

た体験活動では多くの子どもたちが日ごろ体験できないさまざまな活

動を行った。

「皆で冬を楽しみましょう」全施設統一事業　スノー&アイスキャンドル大作戦

　活動協会が管理運営している札幌市内の施設が全

館で取り組んだ地域交流イベント。札幌の冬ならで

はの素材と環境を生かしたキャンドルシェード作り

は当時は珍しく、製作方法を保護者や地域の方々に

伝える講座も行った。点灯は雪まつり開催期間に合

わせていたが、2010年の現在は各地域イベントと連

携するなどして地域密着型の交流イベントとして成

長している。

 

きのうほたるをみました。

ほたるをみてきれいでした。

ちかちかひかってておもしろかっ

たです！！

8:30ぐらいにゲロゲログワッグワッとない

てカエルのがっしょうであった。ちょっと

うるさかった。はずかしいことがあった。

池におちた。つかれた。2日目ーぶたじる

を作った。肉がおいしかった。ロバートに

一番おいしいと言われた。火がなかなかつ

かなかった。さいごにやったらついた。
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2003（平成15年度）

札幌駅にＪＲタワーオープン。
自衛隊イラク派遣。
ＳＡＲＳ（重症急性呼吸器症候群）集団発生。
イラクで日本人外交官２人が襲撃、殺害。

７月

・女性センター管理運営業務受託終了

９月　

・札幌市男女共同参画センター管理運営業務受託

・札幌市ミニ児童会館（本郷小、上野幌東小、発寒小、前田小）管

理運営業務受託

３月　

・札幌市ミニ児童会館（資生館小）管理運営業務受託

・幼児とお母さんのすくすくキャンプ
・協会ブックレット『雪の大図鑑』発行
・滝野自然学園運営委員会設置（～2008）
［女性センター・男女共同参画センター事業］
　・女性センターのあゆみパネル展・女性センター閉館パネル展
　・男女共同参画センター開館（9月）
　・男女共同参画センター機関紙『りぷる』発行（～現在）
　・出前・連携講座（～2004）
　・女と男のトークセッション（～2006）
　・男女の人権相談（～2009）
　・主催事業抄録『あ．じぇんだ』の発行（～2004）
　・起業準備講座（～2004）
　・昼休みセミナー（～2004）
　・男性の意識改革講座（～2004）
　・子育てサポートボランティア事業・親子サロン（～2005）
　・世界を読み解くセミナー（～2004）
　・女子学生就職セミナー（～2004）
［児童会館事業］
　・児童会館全館統一事業～ジャンケンCUP
［こども劇場事業］
　・劇☆やまびこ座Youth（～現在）
　・静内町人形劇講座（～2004）
　・プロデュース人形劇（子どもの権利条約普及啓発人形劇）
　　「リュウタとポチャとクルミの木」（～2004）
　・プロデュース公演「うそつきのした」（～2004）
　・あそびのボランティア入門講座
［定山渓自然の村事業］
　・お父さんのためのアウトドア講座
　・開村記念日特別プログラム森作り体験会「ミズナラ植栽」
　・軽登山ガイド（～2006）
　・自然の村祭り
　・クリスマスお楽しみ会
　・雪と遊ぼうファミリーキャンプ（～2005）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ほか

　

社会背景

受託施設

事　業

札幌市男女共同参画センター開館！

財団法人札幌市青少年女性活動協会へ名称変更

　（財）札幌市青少年女性活動協会は、2003年より札幌エルプラザ公共

施設のひとつ、「札幌市男女共同参画センター」を札幌市より委託さ

れ、管理運営を始めた。

　女性の生活文化の向上と女性活動の推
進を図り、女性の福祉増進に寄与するた
め設置されていた札幌市女性センターが
2003年6月をもって閉館。
　札幌市女性センターの機能の一部を
引き継ぐかたちで、札幌市男女共同参
画推進条例に基づき、男女共同参画の
推進に関する活動の総合的な拠点施設
として札幌市男女共同参画センターが
設置された。

■札幌市青少年女性活動協会の思い出
　札幌市青少年女性活動協会設立30周年おめでとうございます。
　私と協会の出会いは、平成13年4月で、「女性センター」でした。派
遣先の人たちはどんなだろうと不安を抱きながら赴任しましたが、そん
な不安もすぐになくなり、何より一番に感じたのは、一人ひとりが放つ
エネルギーでした。児童育成が大きなウエイトを占めている協会の人た
ちは、日々子どもと向き合うためエネルギッシュに仕事をするというこ
とが体に染み込んでおり、男女共同参画という全く子ども対象ではない
部署でありながらそれが消えることがないのです。
　また、平成15年に「女性センター」の幕引きをし、新たに「エルプラ
ザ公共施設」の立ち上げをしたことも深い思い出であります。この大仕
事に当たって、協会にぜひともと御願いして来ていただいたのが、故人
となられた岩尾さんでした。彼女は人たらし（失礼）と思われるような
とびきりの笑顔で難問を解決していきました。私は「エルプラザ公共施
設」が完成し協会を去りましたが、彼女はその後もわが子を育てるよう
に愛情を持って、市民の方に、より利用されやすくなるようにと努力を
されました。
　私の派遣は1年延長し3年間となり、協会の皆さんとの思い出はありす
ぎて、どれを書いていいやら絞りきれず雑然とした文章になってしまい
ましたが、言えることは、協会の一人ひとりが持つパワーは計りきれ
ず、かつ、みんなが楽しく働いている団体であるということです。これ
からも長年蓄積した児童育成についての強みを生かし協会がますます発
展されることをご祈念いたします。
（元札幌市男女共同参画センター所長（2003年） 長田みどりさん）

　明治の伝統工芸麦わら細工を後世に残す活動に最初に目を向けてくださったのは岩尾さん
です。岩尾さんは麦わらを作品にするとベージュ色に輝く美しさを伝える私の活動を心から
応援してくださいました。麦わら細工が人に知られる機会がないことを悩んでいた時、「4階
のフリースペースで展示をしたら」と勧めてくださり、それをきっかけに2年間で2回麦わら
細工作品の展示を市民の方に見ていただいています。
　出会いは総合案内に野の花を届けた時。とても喜んでくださった岩尾さんは、花の名を尋
ね、その名をメモして花とともに飾ってくださいました。花が大好きな私にとって大変嬉し
いことでした。その後も、一緒に楽しんでいただきたくて、時折岩尾さんにお花をお届けし
ました。中でも君子蘭は岩尾さんが特に好きなお花でした。
　時に、花を好きになったきっかけをお話ししたときには、岩尾さんは涙を浮かべて聞いて
くださいました。また、幼少時代の話は大笑いしたことも。いつも真剣に話を聞いてくださるのです。このようなことを
重ねたからか不思議なことに、年齢が自分より二世代も若い岩尾さんのことを母のように思っていました。
　今、麦わらの良さを伝える活動が大きく進展し始めています。このことを岩尾さんに感謝し、報告したいです。岩尾さ
んの温かな眼差しは心が和みましたし、相談に対しては真剣にアドバイスをいただきました。日ごろ、エルプラザ利用者
の活気ある動きと流れをみる時、職員の方々による市民への奉仕の実行の賜物と感じます。
　岩尾さんが願っていらしたエルプラザであり続けますよう期待し、これからもよろしくお願いいたします。
（札幌エルプラザ公共施設利用者　土肥信子さん）

　「人を大切に」。この言葉をもとに、自ら行動することでそ
の思いを形にし、札幌エルプラザ公共施設を運営していまし
た。現在も利用される方から「あの館長さん素敵な方だった」
と慕われています。公平性を保ちつつ、個々のニーズにできる
だけ対応する、その人の立場に立って一緒にできることを考え
る、どんな人にも隔たりなく接するなど今のエルプラザ公共施
設運営に息づいている思いの原点は岩尾が実践してきたもので
す。彼女の思いは、現在、札幌エルプラザ公共施設を担当する
職員に受け継がれ、運営に生かされています。

　2003年8月、国の施策である男女共同参画社会推進に伴い、従来から
「婦人」と表わされてきた呼称が、社会情勢の変化等により、広く一般
的に「女性」に変化していることを鑑み、当協会の名称の変更について
関係機関及び団体等の動向を参考に一定期間の検討を重ねた結果、当協
会の名称に用いていた「婦人」を「女性」に変更する必要があるとの結
論に至ったことにより財団名称を「青少年婦人」から「青少年女性」に
変更した。

多様な考え、生き方が認められ、多様な選択が可能な社会へ～故・岩尾智子が伝えてきたこと～
　　

岩尾智子（故人）
　札幌市グループ・ワーク研究会立ち上げメンバーの一人。財団法人札幌市青少年女性活動協会事務局次長。2003年～
2005年　札幌市男女共同参画センター課長、2006年～2008年　札幌エルプラザ公共施設館長を歴任。キャンプでは「こ
ろちゃん」のキャンプネームで親しまれた。

岩尾さんの好きだったお花「君子蘭」がつぼみをつけると、毎年、自宅からバスで鉢植えを届けてくださる
土肥さん。「岩尾さんからのご恩をお返ししたい」とおっしゃっていました。
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2003（平成15年度）

札幌駅にＪＲタワーオープン。
自衛隊イラク派遣。
ＳＡＲＳ（重症急性呼吸器症候群）集団発生。
イラクで日本人外交官２人が襲撃、殺害。

７月

・女性センター管理運営業務受託終了

９月　

・札幌市男女共同参画センター管理運営業務受託
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理運営業務受託

３月　

・札幌市ミニ児童会館（資生館小）管理運営業務受託

・幼児とお母さんのすくすくキャンプ
・協会ブックレット『雪の大図鑑』発行
・滝野自然学園運営委員会設置（～2008）
［女性センター・男女共同参画センター事業］
　・女性センターのあゆみパネル展・女性センター閉館パネル展
　・男女共同参画センター開館（9月）
　・男女共同参画センター機関紙『りぷる』発行（～現在）
　・出前・連携講座（～2004）
　・女と男のトークセッション（～2006）
　・男女の人権相談（～2009）
　・主催事業抄録『あ．じぇんだ』の発行（～2004）
　・起業準備講座（～2004）
　・昼休みセミナー（～2004）
　・男性の意識改革講座（～2004）
　・子育てサポートボランティア事業・親子サロン（～2005）
　・世界を読み解くセミナー（～2004）
　・女子学生就職セミナー（～2004）
［児童会館事業］
　・児童会館全館統一事業～ジャンケンCUP
［こども劇場事業］
　・劇☆やまびこ座Youth（～現在）
　・静内町人形劇講座（～2004）
　・プロデュース人形劇（子どもの権利条約普及啓発人形劇）
　　「リュウタとポチャとクルミの木」（～2004）
　・プロデュース公演「うそつきのした」（～2004）
　・あそびのボランティア入門講座
［定山渓自然の村事業］
　・お父さんのためのアウトドア講座
　・開村記念日特別プログラム森作り体験会「ミズナラ植栽」
　・軽登山ガイド（～2006）
　・自然の村祭り
　・クリスマスお楽しみ会
　・雪と遊ぼうファミリーキャンプ（～2005）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ほか

　

社会背景

受託施設

事　業

札幌市男女共同参画センター開館！

財団法人札幌市青少年女性活動協会へ名称変更

　（財）札幌市青少年女性活動協会は、2003年より札幌エルプラザ公共

施設のひとつ、「札幌市男女共同参画センター」を札幌市より委託さ

れ、管理運営を始めた。

　女性の生活文化の向上と女性活動の推
進を図り、女性の福祉増進に寄与するた
め設置されていた札幌市女性センターが
2003年6月をもって閉館。
　札幌市女性センターの機能の一部を
引き継ぐかたちで、札幌市男女共同参
画推進条例に基づき、男女共同参画の
推進に関する活動の総合的な拠点施設
として札幌市男女共同参画センターが
設置された。

■札幌市青少年女性活動協会の思い出
　札幌市青少年女性活動協会設立30周年おめでとうございます。
　私と協会の出会いは、平成13年4月で、「女性センター」でした。派
遣先の人たちはどんなだろうと不安を抱きながら赴任しましたが、そん
な不安もすぐになくなり、何より一番に感じたのは、一人ひとりが放つ
エネルギーでした。児童育成が大きなウエイトを占めている協会の人た
ちは、日々子どもと向き合うためエネルギッシュに仕事をするというこ
とが体に染み込んでおり、男女共同参画という全く子ども対象ではない
部署でありながらそれが消えることがないのです。
　また、平成15年に「女性センター」の幕引きをし、新たに「エルプラ
ザ公共施設」の立ち上げをしたことも深い思い出であります。この大仕
事に当たって、協会にぜひともと御願いして来ていただいたのが、故人
となられた岩尾さんでした。彼女は人たらし（失礼）と思われるような
とびきりの笑顔で難問を解決していきました。私は「エルプラザ公共施
設」が完成し協会を去りましたが、彼女はその後もわが子を育てるよう
に愛情を持って、市民の方に、より利用されやすくなるようにと努力を
されました。
　私の派遣は1年延長し3年間となり、協会の皆さんとの思い出はありす
ぎて、どれを書いていいやら絞りきれず雑然とした文章になってしまい
ましたが、言えることは、協会の一人ひとりが持つパワーは計りきれ
ず、かつ、みんなが楽しく働いている団体であるということです。これ
からも長年蓄積した児童育成についての強みを生かし協会がますます発
展されることをご祈念いたします。
（元札幌市男女共同参画センター所長（2003年） 長田みどりさん）

　明治の伝統工芸麦わら細工を後世に残す活動に最初に目を向けてくださったのは岩尾さん
です。岩尾さんは麦わらを作品にするとベージュ色に輝く美しさを伝える私の活動を心から
応援してくださいました。麦わら細工が人に知られる機会がないことを悩んでいた時、「4階
のフリースペースで展示をしたら」と勧めてくださり、それをきっかけに2年間で2回麦わら
細工作品の展示を市民の方に見ていただいています。
　出会いは総合案内に野の花を届けた時。とても喜んでくださった岩尾さんは、花の名を尋
ね、その名をメモして花とともに飾ってくださいました。花が大好きな私にとって大変嬉し
いことでした。その後も、一緒に楽しんでいただきたくて、時折岩尾さんにお花をお届けし
ました。中でも君子蘭は岩尾さんが特に好きなお花でした。
　時に、花を好きになったきっかけをお話ししたときには、岩尾さんは涙を浮かべて聞いて
くださいました。また、幼少時代の話は大笑いしたことも。いつも真剣に話を聞いてくださるのです。このようなことを
重ねたからか不思議なことに、年齢が自分より二世代も若い岩尾さんのことを母のように思っていました。
　今、麦わらの良さを伝える活動が大きく進展し始めています。このことを岩尾さんに感謝し、報告したいです。岩尾さ
んの温かな眼差しは心が和みましたし、相談に対しては真剣にアドバイスをいただきました。日ごろ、エルプラザ利用者
の活気ある動きと流れをみる時、職員の方々による市民への奉仕の実行の賜物と感じます。
　岩尾さんが願っていらしたエルプラザであり続けますよう期待し、これからもよろしくお願いいたします。
（札幌エルプラザ公共施設利用者　土肥信子さん）

　「人を大切に」。この言葉をもとに、自ら行動することでそ
の思いを形にし、札幌エルプラザ公共施設を運営していまし
た。現在も利用される方から「あの館長さん素敵な方だった」
と慕われています。公平性を保ちつつ、個々のニーズにできる
だけ対応する、その人の立場に立って一緒にできることを考え
る、どんな人にも隔たりなく接するなど今のエルプラザ公共施
設運営に息づいている思いの原点は岩尾が実践してきたもので
す。彼女の思いは、現在、札幌エルプラザ公共施設を担当する
職員に受け継がれ、運営に生かされています。

　2003年8月、国の施策である男女共同参画社会推進に伴い、従来から
「婦人」と表わされてきた呼称が、社会情勢の変化等により、広く一般
的に「女性」に変化していることを鑑み、当協会の名称の変更について
関係機関及び団体等の動向を参考に一定期間の検討を重ねた結果、当協
会の名称に用いていた「婦人」を「女性」に変更する必要があるとの結
論に至ったことにより財団名称を「青少年婦人」から「青少年女性」に
変更した。

多様な考え、生き方が認められ、多様な選択が可能な社会へ～故・岩尾智子が伝えてきたこと～
　　

岩尾智子（故人）
　札幌市グループ・ワーク研究会立ち上げメンバーの一人。財団法人札幌市青少年女性活動協会事務局次長。2003年～
2005年　札幌市男女共同参画センター課長、2006年～2008年　札幌エルプラザ公共施設館長を歴任。キャンプでは「こ
ろちゃん」のキャンプネームで親しまれた。

岩尾さんの好きだったお花「君子蘭」がつぼみをつけると、毎年、自宅からバスで鉢植えを届けてくださる
土肥さん。「岩尾さんからのご恩をお返ししたい」とおっしゃっていました。
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2004（平成16年度）

「こどものための伝統芸能体験シリーズ」

「自分たちの会館を、自分たちで作ろう！」子ども運営委員会スタート

　屯田北児童会館の新設に伴い、子どもの意見を取り入れた会館を

作るため子ども検討委員会が設置された。この委員会は、市内で一

番最初に立ち上げられた子ども運営委員会で、屯田北児童会館新築

に向けた構想会議に子どもたちも参加し、自分たちの夢や希望のつ

まった会館を作り上げていった。

　開館後は「とんちんかん」の愛称で親しまれ、音楽・映画ルーム

や調理設備があるランチルーム、調べものや学習に活用できるパソ

コンなどがあり多くの子どもたちでにぎわっている。

　委員会のメンバーたちは、オープン後も「自分たちが手がけた児

童会館」という思いが強く、頻繁に施設を訪れては子どもたちが楽

しそうに施設を使っているのを見て満足な様子だった。

　以降の会館運営に携わる児童会館ボランティアの活動にもつな

がっている。

「自分たちの住んでいる町を、自分たちできれいにしよう」～530（ゴミゼロ）の日

　児童会館活動をとおした社会参加、児童のボランティア体験と環境保全意識の

醸成を目的とした事業。すべての児童会館で、地域と協力または会館独自の企画

でゴミ拾い活動に取り組んでいる。この活動は、「ラブアース・クリーンアップin

北海道」に登録しており、社会貢献事業に取り組む企業や事業所、教育機関と肩を

並べ、児童会館を拠点に子どもたちの環境保全活動の取り組みを広く伝えている。

参加した子どもたちはゴミ問題にも興味関心を持ち始め、とてもよい効果を生み出

している。

　北海道ではあまり触れることができない人形浄瑠璃の体験をとおし

て子どもたちの可能性を広げようと実施。

　一体の人形を3人で動かす三人遣い、人形作り、鳴物、裏方、発表会

と内容が充実。

　小学生から高校生まで各回30名ほどの参加者が集まり、関心の高さ

が伺えた。継続参加者が多く、子どもたちが芸術文化に触れ、さまざ

まな文化体験を行うことで子どもたちに可能性や元気を与えるきっか

けとなった。

「男性のためのライフスタイル講座」

　2003年から施設機能の認知度の向上を目的とし、男性を対象に日ご

ろかかわりの少ない家庭生活に関する実践力を高めるための講座を行っ

た。企画段階では、課題の明確化や対象の絞込み、行動変容をもたらす

プログラム開発、講座ネーミング、ニーズの把握などに努め、料理、妊

婦体験、コミュニケーションなどを取り上げて話題性は高かったが、集

客には苦労を伴った。

「ついに雪まつりで雪像を作ることに！」

　札幌の冬の風物詩「さっぽろ雪まつり」。「冬の魅力を市民が育

むまつりへ発展させたい」という札幌市の意向を受けて、大雪像制

作団の一員として参加。雪像制作の技術を持つ自衛隊や消防局から

技術継承を受け、その技術を受け継ぐスタッフ育成も視野に入れ

て、大雪像制作に参加する市民ボランティア活動を円滑に進める業

務を開始した。

 

鳥インフルエンザ騒動。
イラクで日本人が人質、被害者バッシング。
中部国際空港開港。

９月

・札幌市ミニ児童会館（白石小、あやめ野小）管理運営業務受託

１０月

・札幌市ミニ児童会館（東園小）管理運営業務受託

１１月

・札幌市ミニ児童会館（定山渓小、南月寒小）管理運営業務受託

３月

・札幌市ミニ児童会館（西白石小）管理運営業務受託

・雪まつり大雪像制作団ボランティア指導業務受託(大通4丁目・

　大通10丁目)

・カウントダウンさっぽろ

［男女共同参画センター事業］

　・情報センターだよりの発行（～2009）

　・男女共同参画学生のための就職準備セミナー（～2006）

　・世界のジェンダーポスター展（～2005）

　・男性のためのライフスタイル（プラン）講座（～2008）

　・子育てサポートボランティア養成講座（～2006）

　・男女共同参画多目的フリースペース事業（～2005）

［児童会館事業］

　・530(ゴミゼロ)の日

　・子ども運営委員会スタート（屯田北児童会館）

［こども劇場事業］

　・こどものための伝統芸能体験

　・プロデュース人形劇（3歳からの初めてみる名作人形劇シリーズ

　Vol.1）「シンデレラ」（～2006）

［定山渓自然の村事業］

　・ゴールデンウィークお楽しみ工作会

　・わくわくファミリーキャンプ

　・スノーシュー体験と温泉に親しむ集い

　・クリスマス特別プログラム（～現在）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ほか

社会背景

受託施設

事　業

PickUp!
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作るため子ども検討委員会が設置された。この委員会は、市内で一

番最初に立ち上げられた子ども運営委員会で、屯田北児童会館新築

に向けた構想会議に子どもたちも参加し、自分たちの夢や希望のつ

まった会館を作り上げていった。

　開館後は「とんちんかん」の愛称で親しまれ、音楽・映画ルーム

や調理設備があるランチルーム、調べものや学習に活用できるパソ

コンなどがあり多くの子どもたちでにぎわっている。
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童会館」という思いが強く、頻繁に施設を訪れては子どもたちが楽
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て子どもたちの可能性を広げようと実施。

　一体の人形を3人で動かす三人遣い、人形作り、鳴物、裏方、発表会
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　小学生から高校生まで各回30名ほどの参加者が集まり、関心の高さ

が伺えた。継続参加者が多く、子どもたちが芸術文化に触れ、さまざ

まな文化体験を行うことで子どもたちに可能性や元気を与えるきっか
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作団の一員として参加。雪像制作の技術を持つ自衛隊や消防局から

技術継承を受け、その技術を受け継ぐスタッフ育成も視野に入れ

て、大雪像制作に参加する市民ボランティア活動を円滑に進める業

務を開始した。
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70

　今年の4月、パートスタッフから指導員採用試験に合格したT職員
と話をする機会があった。彼は、幼少期、小学校時代、中学・高校時
代、大学時代、そして社会人になってからも、生活の全てがサッカー
を中心としたものであったとのこと。幼少期は、わけもなく熱中し、
小学校時代は、練習が楽しく試合に勝つことが嬉しかった。中学校時
代は、寝食を忘れて懸命に打ち込み、高校時代は、練習が辛くて逃げ
出したくて悩んだ時期もあったが、絶対に負けたくないライバルがい
たから続けられた。そして大学時代は、自分がリーダーシップを発揮
でき、やればやるだけ成長・上達するという手ごたえが実感できた。
更には周囲に評価されることが嬉しかった。そして、当然のように日
本を代表する大手企業に入社し、アスリートとしての活動を開始する
ことになった。私は、彼の経歴を聞いてサッカー仲間のだれもが羨む
ような生活を送っていたのだと思った。
　彼の話は続く。入社後数年が経過し人事異動の内示があった時のこと、内示を契機にこれまでの自分を振
り返ってみた。それぞれの時代に、自分は「何をやって」きたか。そこで「何を感じ」「どうリアクション
した」か。本当の自分には何が「できる」のか。何が「できる」ようになりたかったのか。確たる答えを見
つけられないまま、一つのことに気が付いた。自分の「本当にやりたい」ことと「今やっていること」が微
妙にズレ始めているのではないだろうか。その結果、現在の「自分」が本来の「自分」から、実は遠ざかっ
ているのではないだろうか・・と。そしてサッカーを「仕事」から「趣味」に変え、同時に会社を退職した
ということであった。
　その後、縁があって、活動協会の臨時職員となり、若者活動センターと青少年山の家で仕事をさせても
らって感じたこと。若者活動センターでは、そこに集まって来る若者たちの目が輝いていたこと。青少年山
の家では、野外活動を体験する多くの方々の歓声に包まれていたこと、そして何よりも感動したのは、これ
ら利用者の心を確と受け止める質の高い職員の仕事ぶりに触れた時に、初めて自分が「本当にやりたいこ
と」「なりたい自分」を発見するヒントを見つけたような気がした。と語ってくれた。
　昭和55年4月、15名の熱心な青少年指導員の先生方の熱意で産声をあげた小さな協会には、グループ・
ワーカー養成講座を受講する若者、小さい時から子ども会のリーダーを務めてきた少年、ただ子どもが好き
な青年たちが集まっていました。みんなの目は輝いています。彼らにとって指導員の先生方は、尊敬の対象
からいつしか憧れへと変わっていきます。そして、彼らの多くは、T職員と同じように活動協会の職員の道
を選択し、現在でも組織の中心的職員として活躍しております。
　人と人とを結ぶコーディネーターに徹し、グループワークを取り入れた事業手法と職員の意気込みは、発
足当時の若者と同じく現在も全く変わりません。
　これまでの30年間、どれだけのことをやれたのか、どれだけ期待に応えられたのかを振り返り反省するこ
とも大切ですが、この先10年後そして20年後を見据える目で、協会のあるべき姿を熟慮し、そのために今何
をすべきかを考えることが最も大切になります。
　「いま」の協会は「これまで」の協会と「これから」の協会を結ぶ線上にあります。まだ白紙の「これか
ら」の姿をデザインするには、職員一人ひとりの夢と創造の世界を大きく育てていくことが重要です。
全ての職員は、就職を決めるにあたり、数え切れない選択肢の中から「活動協会」を選んだ方ばかりです。
自分の志向、適正、能力、夢や目標、価値観、人生観、これらを総合的に判断し「活動協会」で頑張って行
こうと決心した時の自分を丁寧に掘り起こしてみてください。「活動協会」を「選択」して本当によかっ
た、と実感できる自分に会えるのは、いまの「あなた」の一歩にかかっています。

事務局長　齋藤　彰活動協会を支えてくれる職員の皆様へ
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　当時の活動協会は、教育委員会から滝野自然学園の管理運営補
助業務を担っており野外活動（キャンプ）という手法を使い、集
団生活を通して参加した子どもたちに「何を伝えて何を持って
帰ってもらうか」ばかりを考えていたように思います。設立当初
は、職員が千人を超えるこんな大きな組織になるとは夢にも思っ
ていませんでした。
　新卒であった私は、当時の佐々木常務理事、相馬主幹、大築主
幹から直接指導を受け「人を大切にする」、「人と人とのつなが
りを大切にする」、「気配り、気働きをすることの大切さ」とい
うことをとこんこんと教わってきました。
　30年の間には、社会情勢の変化やさまざまな要因で、活動協会
を取り巻く状況や求められる役割にも大きな変化がありました。
児童会館の全面委託や、雪まつりなどの新規事業の受託、指定管理者制度への移行など、活動協会
にとってのさまざまな節目があり実にたくさんの仕事を受けてきました。とにかく一生懸命やってき
た、という30年です。手前味噌な表現ですが「すごいことだなぁ」と思います。そのたくさんの変化
に戸惑いやジレンマなどを感じることもありましたが、それらの仕事全ては設立趣意書の中に書かれ
ている理念から外れるものではなく、我々の得意とするグループワーク活動により展開されており、
これまで培ってきた経験、その実績が評価された結果だと思います。青少年の健全育成と青少年や女
性の社会参加・社会参画の促進、札幌市の発展に寄与する活動を行ってきたと胸を張って言えます。
　指定管理者制度以前の活動協会に足りなかったこと、実行すべきことの一つに「活動協会の名前を
もっと前面に出して伝えること」がありました。これは活動協会に小川理事長が就任されてご指南を
いただいた点で、活動をPRし市民の皆様に広く知っていただき、理解を深めていただくことの重要
性を我々に説いてくださいました。児童会館の合同事業やキャンプ会場、そして協会が関わっている
さまざまなイベント会場に活動協会の名前が書かれた旗が揚げられました。その光景を見たときはと
ても感動しました。行政の視点のみならず、民間的発想も兼ね備えた小川理事長の柔軟な考えと先を
見据えた施策が現在の活動協会を動かす力になっていると思います。
　今後、これまで以上に専門性が問われる時代になってきます。幼児・青年・女性・施設の管理・新
公益法人に向けての準備等も出てきます。活動協会にはさまざまなセクションがあります。ゼロ歳か
らシルバー世代まで幅広い年齢層を対象にしている財団は、全国的にもめずらしい存在です。それぞ
れのセクションでスキルアップして、少子高齢化が加速する今、ますます必要とされる団体であり、
存在意義のある団体として存続していくためには、「何をすべきか」ということを考えていかなけれ
ばなりません。その根本にあるのは、昭和55年に財団が設立した時の設立趣意書に書いてあります。
趣意書に書かれているグループワーカーとしての活動をとおして、札幌のまちづくりに寄与するため
に具体化していくのが我々の役目だと思っています。

事務局次長　大川泰尚30 年の歴史と共に
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　暫く眺めていると、脳裏に以前に見たことがあるような記憶が
蘇ってきました。それは、私の子ども時代、家の近くのリンゴ園
のタンポポ畑で遊んでいた光景です。タンポポの群れの中で、
（仲良しの友と並んで）仰向けに寝転がり見上げた壮大な大空。
タンポポのふんわりと柔らかな匂いを感じながら、器用に作り続
けた冠や首飾り。「タンポポの汁を足に塗ると速くなる!」という
風説を信じ、足一杯に塗りまくったこともありました。懐かしさ
と同時に、自然の中で溶け込むように遊んでいた子どもの姿は、
それ自体がのどかな一つの風景であったような気がします。
　あれから半世紀が経った今日、現代社会から「のどかさ」や
「おおらかさ」が少しずつ失われていくように思うのは私だけで
はないはずです。現代社会は、情報化、国際化、ニューメディア
化、核家族化、高齢化、少子化と呼ばれて久しく、とりわけコン
ピュータの発達は、人々に便利で快適な生活をもたらせました。
　しかし、「人間の主体性や自立性を損なっているのではない
か」という疑念をはじめ、自然・社会環境ともに好ましくない方向へと変化しているとも言われてお
ります。
　このことは、大人ばかりではなく、子どもの世界にも大きく影を落としています。少し古い話にな
りますが、小・中学校の児童・生徒1万1123名を対象とした答申「生活体験・自然体験が日本の子ど
もの心をはぐくむ」（文部省生涯学習審議会:平成11年6月）によると、「太陽が昇るところや沈むと
ころを見たことがほとんどない子」が、男女ともに35%前後いたそうです。「夜空いっぱいに輝く星
をゆっくり見たことがほとんどない子」が、女子で21%、男子でさえ26%だったそうです。調査から
ちょうど10年。この実態は、ますます悲観的な結果になっていることは想像に難くありません。
　子どもたちにとって生活体験や自然体験など、五感を通した体験活動の機会が、「生きる力」を育
む上で極めて重要だということは誰も異論がないはずです。
　大事なことは、現実論・具体論です。どのようにこれらの機会を子どもたちに保障するのかという
ことです。
　その一助となりたいと考え、体験活動業務に誇りをもって事業展開をしているのが、私ども、野外
施設課が所管する「青少年山の家」「滝野自然学園」「定山渓自然の村」「北方自然教育園」の4施
設なのです。キャンプ、自然観察、自然学習、ハイキング、登山など野外活動体験やふれあいの諸
事業を通して、生命を尊重する心、思いやりの心、社会性、美しいものや自然に感動する感性など、
豊かな人間性の創造を図ることをねらっているのです。このような事業の中では、参加している人た
ちが、自然の中へ積極的にかかわったり、他の人とのかかわりを大事にしたり、自分自身を表出した
り、興味関心をさらに深めたりなどの姿をたくさん見ることができます。現代に生きる人々の生活に
とって、自然というものが本当に人々の心にやすらぎというものを与えてくれるものであると同時
に、自然の中での体験活動が豊かな人間性を育むという面で、とても大切な活動だということに改め
て気付かされました。
　30周年までの取り組みの成果や課題を一つのしっかりとした節目として、次への飛躍のための力
としていきたいものです。みなさんの創意と工夫を結集して新たな感動のドラマを創り上げていきま
しょう。
　タンポポの絨毯の上を2匹の蝶がひらひらと舞い、楽しげに遊ぶ姿に、嬉しさが込み上げてきまし
た。のどかな時間は、ゆったりと静かに流れていきます。
　タンポポたちは、「人間たちには、やすらぎも必要だよ」と語りかけてくれているようにも思えま
した。
「体験活動の広がりに向け、市民一人ひとりの心の中に種を蒔き、火種を熾しつづける!」こう決意し
た私は、名残惜しさを感じつつ、「風のはらっぱ」を後にしたのです。　

野外施設部長　谷山　正司タンポポの絨毯を眺めながら
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　「こんにちは!」この言葉から始まる出会い。私が初めて勤務し
た場所での仕事の始まりでした。扉の向こうから来る人はどんな
気持ちで入ってくるのだろうか?学校、仕事で疲れて、癒しを求め
てくる若者、今日は一人だから友だちのいる場所を求めてくる子
どもたち。初めて参加するキャンプでドキドキして来る子どもた
ち。そこには様々な出会いがあり、出会いの数以上のたくさんの
泣き笑いがありました。
　「ごめんなさい」いったい何度頭を下げたでしょうか?子どもが
けがをして、悲しむ親の前で。定員以上の参加者が集まり、申し
込みを断るために。長い列になり、入場できない講演会の参加者
に。でもそこで助けられたのはいつも「しかたないなあ、謝られ
ると。」、「今度はないよ。」の優しい言葉でした。
　「ありがとう」感謝の気持ちをいつも忘れることはありませんでした。保護者のお礼の言葉に、地
域の人の温かさが私の原動力でそこに触れて涙しました。そして照れながら、別れの時に握手した子
どもの気持ちにこちらこそと。講師の方にも忙しい中、安い講師料で引き受けて頂き、たくさん助け
られました。もちろんこれまで助けられた職場の仲間にも。そして自分の家族にも。
　「お陰様」の気持ちを忘れずに。人は本来、優しい生き物です。ただ、10人には10通りの人生が
あり、それぞれの事情を抱えているのだといつも考えています。今日笑顔であった人と明日は会えな
いかもしれないと思うと、いつも真剣に向き合いたいと。人との出会いは一期一会なのですから。
　協会に入って忘れられないこと、今は想い出がありすぎて自分の心のアルバムの整理はまだ先延ば
しです。そのアルバムに最近2名の上司、先輩が加わりました。二人とも何もわからない私に仕事の
イロハを教えてくれた恩人です。時には怒鳴り、言い合い、涙したこともセピア色の想い出です。
きっと先に逝った2名の先輩と語り合っていることでしょう。
　日本の社会は、この30年で良くも悪くも大きく変化を遂げました。私が寄稿した10周年記念誌の
「20○○年、協会は今」の夢物語に近づいた今、協会は何処へ向かうのでしょうか?協会が出来た時
から、「協会がやってきた仕事がなくなる時代を目指して」が職員の合言葉でした。しかし、経済、
文明の急速な進歩が人と人の関係を疎遠にし、そのスピードに乗り遅れた人は落ちこぼれの状況を
作ってしまいました。人に優しくするゆとりのない大人、絶えず自分だけを中心に考えてしまう子ど
もたち。少子、高齢社会は予測された結果でしょう。だからこそ、人と人がつながり新たな地域再生
を目指し、ソーシャルワーカーとしての役割は、まだまだ山積しています。人々の「幸せの追求」を
職員一人ひとりが協会の40周年に向けて、笑顔を持ってともに歩んで行きましょう。

こども事業部長　寺田　陽子笑顔　それはかけがえのない宝物
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　今年の正月の年賀状に「今年は希望について考える一年にしま
す」と書きました。2010年のチリの炭鉱事故全員救出のニュース
で流れた家族のキャンプの名前がエスペランサ(希望)であったこ
と、時を前後して読んだ岩波新書の「希望のつくり方　玄田有史
著」にひどく刺激を受けたことが、希望について考え始めたきっ
かけでした。
　しかし、私のささやかな「希望」は、3.11の大震災でもろくも
方向転換を余儀なくされました。玄田さんの本の中で震災前の釜
石市でのフィールドワークが詳しく紹介されていたこともある意
味ショックでしたし、3ヶ月たっても解決の糸口さえ見えないとこ
ろも多い被災地の現状に、どう希望を見出せばいいのかわからな
いまま日々が過ぎていきます。目の前の子どもたちを、札幌の子
どもたちを文化の面でどう支えていくのかだけを考えて日々過ごしてきた私には、遠い東北の見知ら
ぬ人たちにできることは何もないと感じていたのです。
　しかし、今は少しだけですができるかもしれないことが見え始めてきました。それは、震災のこと
を人と会うたびに、毎日毎日話しているうちにぼんやり見えてきたことです。私と同じように、何か
しなければならないと思いながら、具体的な行動に移せない人がほとんどでした。この人たちの気持
ちを形にする努力をしてみよう、遠い東北の人たちの気持ちと同じにはなれないけれど、札幌の私の
周りにいる人たちと同じ気持ちにならなれるはず、そう思えたのです。そのやり方であれば、今まで
札幌の子どもたちのために、気持ちを同じくする人の力を集め、一緒に仕事をしてきた活動協会での
経験が生きると信じられたのです。
　しかし、現実は厳しいです。全国の竹とんぼ仲間18人が送ってくれた竹とんぼ、2千機あまりは、
公園やグランドが避難者の住宅地となってしまっているため遊ぶ場所が少なく、まだ8百機程度しか
東北に渡っていません。福島では屋外での遊びすらできないとも聞きます。また、やまびこ座の人形
劇の仲間の善意もどんなふうに被災地に届けられるのか決まっていません。エルプラザに集っている
市民のみなさまの気持ちにこたえられているだろうか。まわりから寄せられた善意の重荷に押しつぶ
されそうな私がいます。
　でも、活動協会に20数年いて、好きな子どもの文化の仕事をさせてもらってきた私にはわかってい
ます。亡くなった大阪の人形劇団クラルテの吉田清治さんがいつも言っていた「思い続ければ気持ち
は通じる」ことが本当だと信じられるからです。そしてもうひとつ私に対して言われた言葉「若いこ
ろのお前は鼻持ちならんやつだったけれど、だんだん良くなってきてるよ」その言葉を頼りに私は行
動しているのです。自分のことばかりになりました。申し訳ないです。
　みなさん一人ひとりが持っている、そんな信じられる思いを実現できる活動協会でありたいと強く
思います。

市民参画部長　岩嵜　義純活動協会 30 周年に寄せて
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活動協会の発行物

①『昔ながらの遊びを伝える本～子どもと遊ぶシリーズ～』 ②『チャリティ絵はがき
　～札幌市児童会館開設60周年記念ポストカード～』

①－Ａ　『北海道の手づくりおもちゃ』
　　　　竹トンボやゴム鉄砲など、おもちゃの作り方を紹介。
　　　　630円（税込）　2009年発行

①－Ｂ　『北海道のむかしあそび』
　　　　コマやけん玉、あやとりなどの遊び方を紹介。
　　　　630円（税込）　2009年発行

日本で初めてできた公立の児童館が「札幌市中島児童会
館」です。この児童会館の開設60周年を記念してチャリ
ティ絵はがきを作成しました。収益金の一部は札幌市内の
児童養護施設に寄付されます。

60種類入り　3,000円（箱入り・税込）
1セット5種類入り250円（袋入り・税込）
2009年発行

③『こどもの劇場が街を変える
　～札幌市立劇場やまびこ座・こぐま座の軌跡』
　岩崎義純／著　1,785円（税込）　2008年発行　

④『森と植物たちの暮らし
　　　　　～札幌市定山渓自然の村～』
　札幌市定山渓自然の村専門指導員
　　　　　　佐竹俊男／編集・写真
　700円（税込）2008年発行

⑤『男女共同参画ワークショップ
　　　　　　　「気づき」のための実践ノート』
　札幌市男女共同参画センター／編集・発行
　1,000円（税込）
　2008年発行

　活動協会では設立以来、グループワーク、レクリ
エーション、キャンプ活動等の実践記録や事業推進
の中で培ってきたノウハウを伝える書籍を出版して
きました。

　また、各施設のリーフレットや情報誌のほか、子
育て、男女共同参画社会実現の推進をテーマにした
リーフレットを作成・配布し、普及啓発に努めてい
ます。

これまでの蓄積してきたノウハウと実績を広く伝えるために

①－Ｂ　『北海道のむかしあそび』①－Ａ　『北海道の手づくりおもちゃ』

～札幌市児童会館開設60周年記念ポストカード～

日本で初めてできた公立の児童館が「札幌市中島児童会

■出版物
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⑥『レクリーダーの手引
　　　　　（ゲームとプログラム）』
　1981年発行

⑦『レクリーダーの手引
　　　　　（キャンプとプログラム）』
　1985年発行

⑦『レクリーダーの手引⑥『レクリーダーの手引 ⑧『ＭＡＪＥＳＴＩＣ　５』
　1990年発行

⑨『子どもの冬の外遊び』
　1987年発行
⑨『子どもの冬の外遊び』
　1987年発行

⑩『子どもと雪遊び』
　1997年発行

⑪『89　HOKKAIDO　
　　CAMP　GUIDE　BOOK』
　（1995年まで各年発行）　

⑫『雪の大図鑑!!』　 ⑬さっぽろこども情報誌『あそぼ』　

⑭『5年の歩み』　1985年発行 ⑮『10年のあゆみ』　1990年発行⑮『10年のあゆみ』　1990年発行⑭『5年の歩み』　1985年発行 ⑯『20年のあゆみ』　2000年発行 ⑰　　『札幌市児童会館60年のあゆみ
　　「そして未来へ」』2009年発行

⑯『20年のあゆみ』　2000年発行

■記念誌

■発行物
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若者支援総合センター 
中央若者活動センター（Ｈ22.3閉館） 
宮の沢若者活動センター 
豊平若者活動センター 
ポプラ若者活動センター（Ｈ24.3閉館予定） 
アカシア若者活動センター 

060-0008
060-0054
063-0051
062-0908
003-0028
065-0022

中央区北8西24
中央区南4東4
西区宮の沢1－1
豊平区豊平8-11
白石区平和通1南
東区北22東1

631－7647

671－4111
823－5256

752－7959

名称 郵便番号 住所 電話

名称 郵便番号 住所 電話

名称 郵便番号 住所 電話

名称 郵便番号 住所 電話

名称 郵便番号 住所 電話

札幌エルプラザ公共４施設 
　男女共同参画センター 
　市民活動サポートセンター
　環境プラザ 
　消費者センター 

060-0808 北区北8西3
728－1222
728－5888
728－1667
728－2111

中島児童会館
円山児童会館
資生館小ミニ児童会館
中央小ミニ児童会館
三角山小ミニ児童会館
伏見小ミニ児童会館
山鼻児童会館
緑丘児童会館
宮の森児童会館
桑園児童会館
苗穂はるにれ児童会館
幌西児童会館
円山西町児童会館
山鼻かしわ児童会館

064-0931
064-0821
060-0063
060-0041
064-0954
064-0918
064-0924
064-0810
064-0952
060-0007
060-0031
064-0914
064-0944
064-0915

中央区中島公園1-1
中央区北1西23
中央区南3西7
中央区大通東6
中央区宮の森4-11
中央区南18西15
中央区南24西13
中央区南10西23
中央区宮の森2-5
中央区北7西15
中央区北1東10
中央区南14西16
中央区円山西町8
中央区南15西8

511－3397
621－0325
208－5828
788－8641
299－6008
206－8688
561－6220
562－1283
641－9710
641－7008
221－2271
563－2263
611－1980
533－0622

やまびこ座 
こぐま座 

065-0027
064-0931

東区北27東15
中央区中島公園1-1

723－5911
512－6886

青少年山の家 
定山渓自然の村 
北方自然教育園 

005-0862
061-2301
061-2276

南区滝野247
南区定山渓
南区白川1814

591－0303
598－3100
596－3567

管理運営施設一覧
■若者活動施設

■野外活動施設

■市民活動施設

■子どもの劇場

■児童会館
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中の島児童会館
東山小ミニ児童会館
東園小ミニ児童会館
平岸小ミニ児童会館
平岸高台小ミニ児童会館
豊園小ミニ児童会館
旭小ミニ児童会館
みどり小ミニ児童会館
西岡小ミニ児童会館
あやめ野小ミニ児童会館
南月寒小ミニ児童会館
羊丘小ミニ児童会館
豊平児童会館
平岸児童会館
美園児童会館
天神山児童会館
福住児童会館
西岡児童会館
東月寒児童会館
月寒児童会館
西岡高台児童会館
あやめ野児童会館
澄川児童会館
南小ミニ児童会館
澄川南小ミニ児童会館
藤野南小ミニ児童会館
澄川小ミニ児童会館
藻岩北小ミニ児童会館
藻岩児童会館
藤野児童会館
真駒内児童会館
南の沢児童会館
石山児童会館
常盤児童会館
真駒内五輪児童会館
みすまい児童会館
定山渓小ミニ児童会館
宮の沢児童会館
山の手児童会館
西野第二小ミニ児童会館
西園小ミニ児童会館
手稲東小ミニ児童会館
発寒小ミニ児童会館
八軒西小ミニ児童会館
八軒小ミニ児童会館
手稲東児童会館
西野児童会館
二十四軒児童会館
平和児童会館
八軒児童会館
発寒北児童会館
発寒児童会館
八軒北児童会館

062-0922
062-0934
062-0901
062-0932
062-0935
062-0001
062-0912
062-0005
062-0032
062-0051
062-0024
062-0051
062-0906
062-0933
062-0006
062-0931
062-0041
062-0033
062-0053
062-0021
062-0034
062-0054
005-0004
005-0031
005-0005
061-2284
005-0005
005-0802
005-0808
061-2282
005-0021
005-0824
005-0842
005-0852
005-0015
061-2263
061-2302
063-0051
063-0006
063-0038
063-0031
063-0034
063-0830
063-0843
063-0844
063-0061
063-0007
063-0804
063-0021
063-0867
063-0833
063-0827
063-0848

豊平区中の島2－3
豊平区平岸4-11
豊平区豊平1-12
豊平区平岸2-14
豊平区平岸5-18
豊平区美園1-4
豊平区水車町3
豊平区美園5-2
豊平区西岡2-9
豊平区月寒東1-11
豊平区月寒西4-8
豊平区月寒東1-16
豊平区豊平6-7
豊平区平岸3-9
豊平区美園6-5
豊平区平岸1-19
豊平区福住1-1
豊平区西岡3-6
豊平区月寒東3-16
豊平区月寒西1-6
豊平区西岡4-11
豊平区月寒東4-10
南区澄川4-6
南区南31西9
南区澄川5-13
南区藤野4-6
南区澄川5-4
南区川沿2-3
南区川沿8-2
南区藤野2-8
南区真駒内本町3
南区南の沢4-2
南区石山2-4
南区常盤2－2
南区真駒内泉町3
南区簾舞3-6
南区定山渓温泉東4
西区宮の沢1-5
西区山の手6-5
西区西野8-7
西区西野1-7
西区西野4-3
西区発寒10-4
西区八軒3西5
西区八軒4西1
西区西町北10
西区西野7-3
西区二十四軒4-3
西区平和1-5
西区八軒7東1
西区発寒13-4
西区発寒7-7
西区八軒8西6

811－5215
831－6616
820－5356
817－5744
299－8686
299－5051
206－4118
827－8005
854－6660
850－1081
850－1248
876－8022
811－1376
812－2493
824－5440
816－0388
855－0350
852－8113
853－9741
851－6433
581－5394
857－5862
831－5150
581－0191
299－6605
299－5303
876－8033
206－1777
571－8616
592－1532
584－3336
571－2909
591－7730
592－6091
581－1823
596－3911
595－3090
666－5323
642－0118
671－0205
299－5650
676－3600
669－1218
206－4804
876－8722
661－7332
663－6355
644－4730
667－3359
631－7061
664－9710
666－0206
644－3643

名称 郵便番号 住所 電話
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北郷児童会館
菊水元町児童会館
北白石小ミニ児童会館
本郷小ミニ児童会館
大谷地小ミニ児童会館
平和通小ミニ児童会館
北都小ミニ児童会館
菊水小ミニ児童会館
白石小ミニ児童会館
西白石小ミニ児童会館
南郷小ミニ児童会館
東橋小ミニ児童会館
上白石小ミニ児童会館
北東白石児童会館
東白石児童会館
柏丘児童会館
川北児童会館
菊水やよい児童会館
東札幌児童会館
栄通児童会館
東苗穂児童会館
苗穂小ミニ児童会館
北園小ミニ児童会館
東光小ミニ児童会館
栄西小ミニ児童会館
札苗小ミニ児童会館
中沼小ミニ児童会館
元町小ミニ児童会館
ひのまる児童会館
苗穂児童会館
栄西児童会館
北光児童会館
北栄児童会館
元町南児童会館
新生児童会館
伏古児童会館
札苗児童会館
元町児童会館
丘珠たから児童会館
丘珠ひばり児童会館
厚別東児童会館
もみじの丘小ミニ児童会館
ひばりが丘小ミニ児童会館
厚別北小ミニ児童会館
上野幌東小ミニ児童会館
厚別東小ミニ児童会館
もみじ台児童会館
厚別西児童会館
厚別南児童会館
しなの児童会館
青葉児童会館
上野幌児童会館
もみじ台ふれあい児童会館
もみじ台小ミニ児童会館（Ｈ22.3閉館）

003-0834
003-0828
003-0836
003-0022
003-0026
003-0025
003-0833
003-0822
003-0027
003-0013
003-0024
003-0808
003-0811
003-0863
003-0026
003-0029
003-0854
003-0801
003-0005
003-0021
007-0805
065-0009
065-0025
065-0042
007-0839
007-0807
007-0890
065-0025
007-0838
065-0043
007-0846
065-0018
065-0030
065-0016
060-0908
007-0870
007-0809
065-0021
007-0835
007-0884
004-0003
004-0011
004-0052
004-0072
004-0032
004-0004
004-0013
004-0062
004-0022
004-0054
004-0021
004-0031
004-0011
004-0014

白石区北郷4-5
白石区菊水元町8-2
白石区北郷6-3
白石区南郷通10南
白石区本通18南
白石区本通15北　　
白石区北郷3-11　
白石区菊水元町2-3
白石区本通１北
白石区中央3-5
白石区本郷通4南3-1
白石区菊水8-1
白石区菊水上町1-3
白石区川下3-5
白石区本通13南10
白石区平和通8北
白石区川北４-１
白石区菊水1-4
白石区東札幌5-3
白石区栄通6
東区東苗穂5-2
東区北9東13
東区北25東4
東区本町2-1
東区北39東4
東区東苗穂7-2
東区中沼町73-10
東区北25東17
東区北38東9
東区苗穂町5
東区北46東5
東区北18東5
東区北30東6
東区北16東16
東区北8東7
東区伏古10-3
東区東苗穂9-3
東区北21東18
東区北35東23
東区北丘珠4-1
厚別区厚別東3-4
厚別区もみじ台東4
厚別区厚別中央2-4
厚別区厚別北2-3
厚別区上野幌2-4
厚別区厚別東4-8
厚別区もみじ台西6
厚別区厚別西2-4
厚別区厚別南1
厚別区厚別中央4-5
厚別区青葉町7
厚別区上野幌1-2
厚別区もみじ台東7
厚別区もみじ台北5

871－2770
873－1610
871－6100
868－4616
206－4006
826－5586
827－9515
872－3310
860－3931
860－8318
868－7557
876－8011
876－8020
875－1311
863－8833
865－7520
872－0002
841－5150
822－5811
853－5706
786－3191
731－５977
876－8010
374－7744
768－8883
781－2818
790－4733
788－4040
752－1551
711－8433
752－8363
753－6353
711－3755
785－6148
711－1339
782－5620
791－5200
784－6664
784－8095
785－6137
897－4425
398－8833
896－8822
894－3015
802－3132
375－7765
897－0775
891－7237
894－1710
891－2025
895－9962
895－9749
897－4760
898－8686

名称 郵便番号 住所 電話
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美しが丘児童会館
真栄小ミニ児童会館
三里塚小ミニ児童会館
美しが丘小ミニ児童会館
清田緑小ミニ児童会館
清田児童会館
平岡児童会館
北野児童会館
清田中央児童会館
里塚児童会館
北野台児童会館
平岡みどり児童会館
麻生児童会館
新琴似南小ミニ児童会館
白楊小ミニ児童会館
新琴似西小ミニ児童会館
新琴似小ミニ児童会館
新琴似児童会館
新川児童会館
エルムの森児童会館
新琴似西児童会館
新川中央児童会館
幌北児童会館
光陽児童会館
太平児童会館
拓北小ミニ児童会館
屯田北小ミニ児童会館
太平小ミニ児童会館
篠路西児童会館
篠路児童会館
屯田児童会館
屯田北児童会館
百合が原児童会館
あいの里児童会館
あいの里ひがし児童会館
手稲前田児童会館
富丘小ミニ児童会館
前田小ミニ児童会館
新発寒小ミニ児童会館
新陵小ミニ児童会館
前田中央小ミニ児童会館
星置東小ミニ児童会館
富丘児童会館
西宮の沢児童会館
いなづみ児童会館
新発寒児童会館
稲穂児童会館
あけぼの児童会館
前田しらかば児童会館
星置児童会館
金山児童会館

004-0815
004-0811
004-0802
004-0812
004-0847
004-0841
004-0878
004-0864
004-0846
004-0802
004-0864
004-0882
001-0039
001-0901
001-0024
001-0911
001-0907
001-0911
001-0924
001-0027
001-0909
001-0923
001-0017
001-0906
002-8008
002-8072
002-0859
002-8021
002-8026
002-8024
001-0855
002-0858
002-8081
002-8071
002-8073
006-0812
006-0011
006-0816
006-0802
006-0806
006-0818
006-0852
006-0013
006-0002
006-0814
006-0806
006-0031
006-0839
006-0818
006-0852
006-0043

清田区美しが丘5-6
清田区美しが丘1-1
清田区里塚2-6
清田区美しが丘2-5
清田区清田7-3
清田区清田1-4
清田区平岡8-1
清田区北野4-2
清田区清田6-2
清田区里塚2-3
清田区北野4-5
清田区平岡公園東10
北区北39西5
北区新琴似1-3
北区北24西7
北区新琴似11-15
北区新琴似7-3
北区新琴似11-7
北区新川4-11
北区北27西12
北区新琴似9-13
北区新川3-3
北区北17西6
北区新琴似6-12
北区太平8-7
北区あいの里2－1
北区屯田9－3
北区篠路1-2
北区篠路6-4
北区篠路4-9
北区屯田5-6
北区屯田8-7
北区百合が原9
北区あいの里1-3
北区あいの里3-7
手稲区前田2-12
手稲区富丘1-6
手稲区前田6-11
手稲区新発寒2-2
手稲区新発寒6-6
手稲区前田8-12
手稲区星置2-1
手稲区富丘3-6
手稲区西宮の沢2-4
手稲区前田4-4
手稲区新発寒6-4
手稲区稲穂3-5
手稲区曙9-1
手稲区前田8-15
手稲区星置2-7
手稲区金山3-2

885－9766
882－7946
398－8388
376－0041
802－5522
882－2960
881－9766
884－6992
884－9610
881－4822
882－9640
884－6866
757－0185
762－3666
717－5562
374－7774
876－8008
761－7501
764－3664
737－3974
762－6632
762－8433
727－6225
765－6141
771－6324
299－8868
790－8030
214－0002
771－2191
772－9292
772－7130
788－8122
774－2050
778－3755
778－2358
682－2070
685－3797
688－1828
299－5066
215－8611
695－7766
694－7595
685－9393
681－6940
684－3072
685－7343
684－0901
685－4821
694－2474
684－4610
695－0919

名称 郵便番号 住所 電話
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この記念誌を製作するにあたり、各セクションの協会職員を構成メンバーに、プロジェクトを始動

しました。

これまで5年・10年・20年と、節目ごとに協会の歴史をまとめた記念誌を発行してまいりましたが、

３０年もの歩みを振り返る今回の節目に記録するべきことは何か、私たちは大いに悩みました。

たどり着いたのは、２つのことでした。１つ目は、活動協会の職員が世代交代していく中で、過去

の貴重な経験と想いを記録しておこうということでした。移り変わってきたそれぞれの時代の中で、

悩み、語り合い、絞り出してきた“熱い活動の意図”を記しておこうというものでした。

2つ目は、これまで活動協会が果たしてきた社会的な役割を多くの方の知っていただこうというこ

とです。あたたかな社会のために“人づくり”を目指して市内各地域で取り組んできた成果を、記し

ておくことでした。

記念誌の取材を進めるなか、職員やこれまで協会に関わっていただいた方々の経験談、体験談

からじんわりと浮き出てきたものが“時間を共有した人同士の心のつながり”でした。加えて、さまざ

まな体験を経て成長していく子どもたち、保護者たちとの交流、若者や女性たちのグループ、地域

の支援者の方々に支えられ勇気づけられてここまで歩んでこられたと改めて実感いたしました。

これらのことを礎に、人が寄り合い目標に向かって数多の人と切磋琢磨して築いてきた絆と志を

未来に継承していきたいと思います。

この記念誌の製作にあたり、座談会、寄稿、インタビューなどで多くの方々にご協力いただきまし

た。どなたにも快く了承いただき、感謝の言葉が尽きないところです。

多岐にわたる分野の集約と記憶の記録に手間取り、取材から時間が経過してしまったことをお

詫び申しあげるとともに、ひとつひとつのエピソードを大切に掲載させていただいた証としてご容赦

いただけると幸いです。

30周年記念誌プロジェクト　岡本峰子
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編集発行　財団法人 札幌市青少年女性活動協会

2012年3月31日発行

財団法人 札幌市青少年女性活動協会 30周年記念誌
30年のあゆみ

〒063-0051 札幌市西区宮の沢1条1丁目1番10号
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