ＲＩ第 2510 地区第 4 グループ

札幌西北ロータリークラブ

創立 1977 年 4 月 21 日

会長 遠島 芳然 幹事 西 智樹・海野 均
クラブモットー：明るく、楽しく、出席しやすいクラブ
2020～2021 年度 ホルガー・クナークＲＩ会長 ロータリーは機会の扉を開く
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2020 年 11 月 12 日（木）

誕

生

日

今日の
プログラム

小林

秀樹

ポップカルチャーとの斬新コラボで北海道観光を盛り上げる！
まじめなイベント企画会社
一般社団法人 新文化経済振興機構
理事長 堀口 哲行様
ソング：クラブ会歌

会員（１１月１３日）

家族感謝の日

な し

創 業 記 念 日

な

入 会 記 念 日

久保 隆 会員（平成１０年１１月１２日）

第２０５４回

し

例会報告
10 月 29 日(木) 晴れ

●ソング／奉仕の理想
●司会／海野 均直前会長
●ゲスト／NPO 法人札幌障害者活動支援センターライフ
専務理事 坂本 倫子様
●ビジター／なし
●10 月 29 日出席率／会員 35 名中欠席 11 名、規定除外
者 3 名 65.6%
●10 月 15 日確定出席率／会員 35 名中欠席 0 名、規定除
外者 3 名 100%
●会長報告／なし
●幹事報告／次週の例会は法定休日週のためお休みで
す。次回の例会は 11/12(木)の通常例会です。お間違え
のないようにお願いします。また、次回例会終了後、定
例理事会を開催します。理事、役員の皆様は、ご出席お
願い致します。／ロータリーの友 11 月号が届きました。
入り口に置いてありますので、お持ち帰りください。
●委員会報告／西岡憲廣会長ノミ
ニー指名委員長／10 月 9 日に会長
ノミニー指名委員会を開催し、会
長ノミニーは得能宗洋会員に決定
しました。
得能宗洋会長ノミニー／会長ノミ
ニーを仰せつかりました得能で
す。今年度はクラブ奉仕委員長、次
年度は幹事、次々年度は会長と連
続で大役を担うことになりました
が、どうぞよろしくお願いします。
●米山記念寄付／
目標額544,000 円 達成額 211,000 円 達成率 38.7％
●ロータリー財団寄付／
目標額545,700 円 達成額 388,700 円 達成率 71.2％
●ニコニコ BOX／

目標額 800,000 円 達成額 352,000 円 達成率 44.0％
●主要プログラム
「福祉と地域の連携」
NPO 法人札幌障害者活動支援センター ライフ
専務理事 坂本 倫子様
私達の法人は通称ライ
フと呼んでいます。ライ
フの歴史は、前専務理事
が就職先であった郵便局
の労働組合をベースに反
戦青年委員会のリーダーとして社会運動に参加し、
その後地域の市民運動・社会運動に力を注ぎながら
ワーカーズコレクティブ方式の小さな印刷会社を経
営していました。そこに 1988 年、1 人の脳性マヒの
障害者が俺も働かせてくれ！と現れ経営に参加し、
障害者が一人増え、二人増え障害のある人の働く場
として「障害者ワープロフロア」が開設されまし
た。身体障害者 4 名でスタートし、当時の事務所は
2 階にあったので、障害者が事務所へ移動する際は
スタッフが背負って登ったりと、貧乏だったけれど
皆で助け合い一番充実していた時代だったとよく話
を聞きました。障害者の中には、施設入りを望む親
と、地域で生きたいと願う本人との差が出てきて、
その葛藤の中で「共に生きる場がほしい」という願
いを実現しようとしたのがライフのはじまりです。
そしてライフはここから「働きたい」と願う障害者
の気持ちを繋ぐために 30 年以上活動を続け、障害の
ある人ない人をはじめ、社会的に不利な状況にある
人も含めた「共に働き・共に生きる」社会的事業所
づくりをすすめています。
ライフは昨年 30 周年を迎え、西区琴似を中心に活
動をしてきましたが昨年、琴似から山の手に移転し
ました。障害のある人ない人、高齢者やパート、ア

ルバイトを含めると総勢 130 名ほどの人達で現在 9
つの事業所を運営しています。就労継続支援 A 型事
業所では主にカフェを運営・B 型事業所では主に軽
作業と清掃業・生活介護事業は障害者の高齢化や障
害の進行などにより、身体的に働くことが厳しくな
った人達が働くということより、余暇活動に重点を
おいて過ごしています。元々、琴似と札幌駅近くに
あるエルプラザにて食堂とカフェを運営していたの
ですが、移転を機に 2 店舗を閉店し、障害のある人
ない人が共に働く新しいお店として昨年 10 月に
「Cafe TSUDOI カフェつどい」をオープンし先
日、1 周年を迎えました。オープンしてからは定期
的なワークショップの開催、地域のサークル活動の
利用、地域の人達の勉強会や会議などにも使ってい
ただき、地域の人達には少しずつではありますが認
知されはじめた矢先の新型コロナウイルスの影響は
とても大きいものでした。しかし、この影響を受け
こういう時だからこそ私達にできることはないかと
考えたのが、
「こども弁当」です。3 月に学校が休校
になった時に、貧困などの理由で 1 日の食事を給食
でまかなっている子供もいるかもしれない、親が仕
事に行って、家で 1 人で留守番をしている不安な子
供達がいるかもしれないなど様々な状況下の子供達
を想像しました。そして家庭の経済的負担も考え 1
つ 350 円とし、近隣であれば 1 個から配達をしまし

た。配達の際は、見守りもかねていますので、玄関
先でチャイムを鳴らし、お子さんに声かけをして様
子をうかがって鍵がしまるのをちゃんと確認するな
どして親御さんに安否の連絡をしていきました。新
型コロナウイルスが発生した直後にすぐにはじめた
この活動は、たくさんの新聞やテレビ局、ラジオな
どでも取り上げられ反響がとても大きかったように
思います。必要としてくれる人達が地域に沢山いる
ことも改めて感じました。
最後になりますが、街や地域のことを考えると、
地域にはいろいろな人がいることを知ります。障害
はあるのだろうけれど、障害者手帳はもっていない
いわゆるボーダーといわれる人達が一定数いると言
われています。今では発達障害という言葉をよく聞
くようになりましたが、みなさんの職場や地域にも
なにかしらのしんどさをもっている人がいるかもし
れません。社会的困難者、社会的困窮者、障害者だ
けではなく高齢者や子供達の中にも様々な理由で、
地域であたり前に暮らしていく中で生きづらさを感
じている人達がいます。生きづらさはその人の問題
だけではなく、社会的孤立・経済的孤立・保護者の
障害・子供の障害・夫婦不仲・DV など様々な家庭
的な要因や国や市の支援対策や機関連携、地域連携
が薄いなどの社会的要因もあるのではないでしょう
か。

海野 均会員：坂本様、卓話楽しみにしております。
菊田 等会員：福祉について阪本様の卓話、勉強させていただきます。
三上直彦会員：間もなく 11 月です。季節の移ろいを実感する西の山並みです。
晴天の稜線を眺め、目を休め気分転換も良いですよ。
久保 隆会員：坂本様の卓話ご苦労様です。
池上喜重子会員：お久しぶりです。
中嶋成実会員：コロナの終息を願って。
渡邊葉子会員：本人の誕生日祝。
西岡憲廣会員、吉田聡子会員：坂本さんのお話楽しみです。よろしくお願いします。

13
13
14
16
16
17
17

日
日
日
日
日
日
日

市内他クラブのプログラム
(金) 札幌幌南 わかりやすい職業奉仕 (ﾌﾟﾚﾐｱﾎﾃﾙﾂﾊﾞｷ)
(金) ライラック 定例休会
(土) 札幌手稲 繰上例会
中央競馬の楽しみ方 (札幌ﾊﾟｰｸﾎﾃﾙ)
(月) 札幌南
(月) 札幌北
例会取消(休会)
(火) 札幌西
通常例会
(三越ﾃﾞﾊﾟｰﾄ)
(火) はまなす 例会取消(休会)

次回プログラム

11/19（木）

17
17
18
18
18
18
19

日
日
日
日
日
日
日

(火) 札幌清田
(火) 大通公園
(水) モーニング
(水) 札幌
(水) 真駒内
(水) 新札幌
(木) 札幌東

クラブフォーラム
通常例会
例会取消(休会)
例会取消(休会)
例会取消(休会)

(ﾌﾟﾚﾐｱﾎﾃﾙﾂﾊﾞｷ)
(大通藤井ﾋﾞﾙ)

ロータリー財団月刊に因んで

(ﾎﾃﾙｴﾐｼｱ札幌)
(札幌ﾊﾟｰｸﾎﾃﾙ)

新会員卓話

フィンランドの今、コロナウイルスとロータリーを中心に
ヘルシンキ北西 RC

井口

光雄様
ソング：我等の生業

例会場：札幌三越４Ｆライラック

例会日：毎週木曜日１２：３０

事務所：札幌市中央区南 4 条東 4 丁目 2-1 さくら総合会計ビル

会報委員／◎○西

TEL:011-200-2066

智樹、池﨑

潤、久保

隆、小西

政秀、八木

健真

FAX011-200-2067 E-mail:sap-seihoku.ri2510@dao.or.jp
HP アドレス: sapporo-seihoku-rc.com

