
さっぽろ女子、
仕事を語る。

S a p p o r o  R o l e  M o d e l
札幌の女性ロールモデル集



　女性は出産や育児、介護など、さまざまライフステージ
に応じて生きています。その過程では、仕事を続けたくて
も続けられない、もしくは新しいことに挑戦してみたいが
踏み出せないなど、迷い悩むこともあるでしょう。ときに
は、自分の意志より家族を優先して、なにかを諦める人も
いるかもしれません。
　本冊子では、ロールモデルとして、札幌で活躍する女性
たちを紹介しています。仕事の取り組み方や子育て、家族
に対する考え方などをインタビューしていますので、自分
らしく生きるヒントのひとつにしてください。

　英語で『Role Model』　ロール＝役割　モデル＝規範。
　あなたにとって具体的な行動や考え方のお手本となる人
物のことを意味します。人は無意識のうちに『あの人のよ
うになりたい』というロールモデルを選び、その影響を受
けながら成長するといわれます。
　この冊子を手に取りあなたのロールモデルを探してみま
せんか？
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 12 杉山　絢子 がんに関する悩みごとを多業種団体で支援
 14 佐藤みはる 女性の健康を支援して、前向きな生き方を応援
 16 木村奈津美 暮らしの安心をサポートする行政書士
 18 藤澤　寿子 気軽に同志が集い語り合う“場”づくりを展開
 20 太田ゆう子 独自のロリータファッションを世界に発信
 22 岩館　　空 ユニークなスマホアプリで女子にときめき提供
 24 菊地　陽子 情報通信技術やネット安全教室で地域貢献
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 28 田中　育子 社内で女性活躍推進と職場環境向上の活動中
 30 良玄　有子 「女性セミナー」を通して頑張る人を応援
 32 貝澤　貴子 社会福祉に関する問題を掘り下げ、発信する
 34 林　　ゆみ 魅力と個性を伸ばし、キャリア形成を支援する
 36 福良　聖子 脱毛による日常生活の困りごとをサポート
 38 村山　聡子 社会のインフラを支えるＩＴシステムを開発
 40 田原さゆり 「身近な化学の仕事」で環境保全に寄与
 42 宮本　　奏 ファシリテーションで地域課題を解決を支援
 44 あなたを応援する　札幌市男女共同参画センター
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ロールモデルとは ?
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札幌（61.2%）　　　全国（64.0%）
（　）内は15～64歳の女性労働力率の平均（%）
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〈基本的方向〉
1 雇用等における男女共同参画を推進するための環境整備
2 女性の経済的自立の推進
3 地域における男女共同参画の推進

女性ならではの感性やコミュニケーション能力など潜在的な力
をいかすことで、経済社会や地域社会の活性化に繋がります。
女性の地位向上や自分らしい生き方を実現することにもなる
ように、女性が働き続けるための環境整備や地域における啓
発などに取り組んでいます。

女性の年齢階級別労働力率については、子育て世代である 30 歳代を中心に労働力率が落ち込んでいることから、出産により離職する女性
が多いことがうかがえます。札幌市は全国と比べ、落ち込み方が若干大きくなっています。

札幌市の男女共同参画社会の実現における女性の社会参加の推進について
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帰宅、夕食
家族を
起こして
朝食

掃除、洗濯、
夕飯の準備、
メールチェック

起床 勤務 就寝

日中は取引先や仕入れ先に出向くこともあり、合間にお茶するのが気分転換になって、いいアイデアがわくひとときだとか

子どもたちが小さいときは、遊び
に行くところすべて自分も一緒
に楽しめるように心がけていまし
た。温泉には週に１度行くように
しています。子どたちもよろこび、
日ごろ人と接する仕事が多いた
め、自然のなかでぼんやりするこ
とが、ストレスの解消になります。

北海道でとれる原料を使用し
た化粧品と健康食品の自社ブ
ランド商品開発、販売卸。アロ
マセラピーやベビーマッサージ
など、医療法人、社会福祉法人
等で講師を務めています。セン
トモニカ円山店舗の運営。ここ
は女性の社会参画を目的にし
ているので、子どもを持つ母親
たちがスタッフとして従事してい
ます。歌志内生まれ、札幌育ち。薬剤師

として調剤と製剤業務に従事。結
婚後 10年は東京で暮らし、2006
年個人事業主としてにてセントモ
ニカを立ち上げる。2010 年札幌
に戻り、札幌市中央区円山に株式
会社セントモニカ設立。
http://stmonica.info/

PROFILE

　薬剤師として長く医療に携わり、結婚して東京に転居。２
度の出産で緊急手術を受けて死線をさまよい、「命」について
考えるようになりました。医療では補いきれないケアがある
と感じて、代替医療としてアロマセラピーやベビーマッサー
ジを学び教室を開設。参加者にはアレルギーや障がいのある
子もいたので、安心して使用できる化粧品を探していたとこ
ろ道産の馬油に出会いました。また、商店街の空き店舗事業
としてママ友たちと子育て広場とオーガニックカフェも運営。
多忙を極めていましたが、やりたいことが湧き出てきて楽し
くもありました。札幌に帰郷後は積極的にオリジナル商品の
企画に取り組み、「６種の有機ベリーと白樺樹液のコーディア
ル」や「天然馬油泡石けん」を完成。これからもシンプルな
素材と成分で使いやすく、毎日の暮らしが楽しくなるような
商品開発をしていきたいですね。

妊婦や乳幼児も使える商品を通して
子育てママを応援しています

INTERVIEW

七 戸 千 絵
Chie Shichinohe1

❶

プライベートの過ごし方

現在の仕事（活動）について
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自分の想いだけでプランを構築
することも楽しいですが、想いを
同じにする女性が集まると、も
のすごいベクトルとパワーを生
み出します。まず自分の想いを
声にして、１歩でも２歩でも進ん
でみてください。きっと、ひとりで
は叶わないことも、女性の生き
方が社会の役に立つような仕
組みや組織をつくることができ
ると思います。

北海道の地方都市、農家や畜
産の生産物を生産性だけでは
なく、機能性や安全性を大切に
した商品をつくり出し、北海道
から日本各地に提供していきた
い。女性の目線や、販売するだ
けではなくケアなどの仕組みを
導入した、社会参画的な会社
を築いていきたいと思います。

子育てや食卓を担うなど、女性
がこれまで当然のようにしてきた
ことの価値を再認識し、未来を
担う子どもたちに、心穏やかに
育つ環境や社会を提供するこ
とが、女性目線でみた子どもた
ちの平和な社会づくりの役目だ
と思います。

一度札幌を離れると、そのよさ
がわかります。山も海も近く、食
べ物もおいしい。たとえ仕事で
疲れていても、帰りの景色はき
れいで癒されます。夜空には星
が瞬き、冷たく澄んだ空気を深
呼吸できる札幌は素敵。また、
チャレンジ精神が高く、新規商
品の情報発信力には、期待して
います。

育児しながら働くには行政や民
間のサポートが重要。行政は頼
れるが書類尽くめの申請は大
変で、民間だと費用がかさむ。
何のために泣いている子どもを
預けて働くのか、何度も自問しま
した。保育には柔軟なシステム
を望みます。人つなぎのシステ
ムがもう少し緩やかで、ケースス
タディーを増やしてもらいたいで
すね。

ふたりの子どもは中学生になり
ました。いろいろ経験して思った
のは「子育てには近道はない」
こと。じっくりと時間をかけて、子
どもと対話することが大切。子
育てに行き詰ってつらい時期も
ありましたが、子どもがいるから
得られるものがたくさんあるので
気負わず楽しむようするといい
ですよ。

東京でベビーマッサージ教室を
開いていたとき、札幌で購入す
るお気に入りの馬油がありまし
た。幾度も通っているうちに、ベ
ビー向けの商品開発に携われ
ることに。薬局や病院で取り扱
われ、必要とする人に商品が届
き、感謝され大変うれしかった
です。シンプルで吟味したもの
が役に立つと実感しました。

自社開発の化粧品や健康食品
は、専門家の指導を受けて成
分構成や品質保持、安定性や
安全性の確認を大切にしてい
ます。デザインやコンセプトなど
も手掛けており、思った通りにで
きると達成感は大きいです。講
師としては、まだまだ人材不足
の分野なので、将来に向けて役
に立っていけたらうれしいです。

❶

❸

❷ ❹

活動を望む女性へのメッセージ今後の目標・展望など社会で女性が活躍することについて札幌を拠点に活動することについて

女性が活動する上で不足していること仕事と家事の両立で工夫していること忘れられないエピソード「やりがい」だと感じられること

安心して使える道産素材を用いた商品を企画

❶ 東京で幼少期を過ごした子どもとと
もに

❷ 東京の病院でベビーマッサージ教室
を運営していたときの様子

❸ 商品開発の研究発表会「ビジネスエ
キスポ 2013 年北海道」に出店した
ときの様子

❹イベント「札幌スタイル」でのアロマ
　講座の様子
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タイムスケジュールタイムスケジュール

「来mamaルーム」でイベントを開催するときのスケジュール。本当はもっと細かいらしいが割愛して紹介。
それでも３人の子育てに奮闘する母の１日はスーパーハードだ！

ヨガ、読書、ブログやSNSなど
での発信、投稿。2006年より
北海道新聞社「読者の声」に
投稿。2013年5月には北海道
新聞『読者の声』投稿採用集、
「子育てはキャリアでしょ！」を自
費出版し、各種メディアで取り
上げていただきました。

自宅の一室を「来mamaルー
ム」と名付け、主に乳幼児のマ
マさんたちに「リフレッシュの場」、
「つながりの場」、「学びの場」、
「情報交換の場」を提供してい
ます。子連れで参加できる講座
や座談会、交流会サロンなどを
不定期に開催。

現在の仕事（活動）について

PROFILE

1974年、富良野生まれ。旭川育ち。
札幌の大学に進学し、卒業後は高校
教諭に。2004年結婚。翌年妊娠を
機に退職して長男出産。慣れない育
児に孤独感、孤立感を深める。魔法
の質問キッズインストラクター＆
カードマスター、前向き子育てプロ
グラムファシリテーター。

　子連れでよく出かけていましたが、託児付きや子連れOK
の講演会や勉強会が少なくて不満でした。いつしか「ママ
さんたちの集いの場」をつくりたいと考え、2012 年に自宅
の一室で「来mama（きまま）ルーム」を開始。ところが
2013 年ひとつの転機を迎えました。出産した長女がダウン
症と判明。落ち込みました。これまでの交流や学びのおかげ
で次第に前向きになり、いま娘は新たな気付きと出会いをも
たらしてくれる愛しい存在に。以前あるダウン症児のママさ
んが交流サロンに来て、「息子のダウン症を気にせずに過ごせ
てよかった」と。本当にうれしかった。これからも「何のた
めにやっているか」を常に頭の片隅に置き、精神的、肉体的、
経済的なバランス感覚を失わないように心がけたいですね。
　子育てはブランクではなくキャリアだと思うので、社会全
体が意識を転換していくことが大切ではないでしょうか。

子育ての不安や悩みを共有できる
サロン「来mamaルーム」にしたい

2INTERVIEW

越後 久美子
Kumiko Echigo

5:00 2:007:00 8:00 9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 24:006:00

朝食（お弁当）準備。
子どもたちを起こす起床。長女に

授乳しながら
１日のTo do
を考える 朝食

次男を幼稚園バスで見送り
長女に赤ちゃん体操＆授乳、次男と絵本タイム

会場準備。
パソコン作業

来mamaルームのイベント、長女に適宜授乳
長男帰宅。夕食の下準備開始

次男お迎え。おやつ、授乳、読書など

夕食。後片付け、授乳
入浴。赤ちゃん体操

子どもたち寝かしつけ、授乳、読書

後片付け、身支度、夫と長男見送り

就寝 長女に
添い乳

後片付け、昼食、ブログアップ、
授乳、長女と昼寝

❶

❷

プライベートの過ごし方
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夢があるなら、とにかく小さな一
歩を踏み出してみること。まずは
人に自分の夢を話してみる。今
の立場でできることを少しずつ。
日々の小さな積み重ねが、自分
を予想外のところに連れて行っ
てくれるはず。自分と向き合い、
目標と目的を履き違えないこと
も大切。

「来mamaルーム」のフランチャ
イズ化が夢。ソーシャルビジネス
（法人）としてなのか、行政に対
してのアイディア提供としてなの
か、どのような形で実現したいの
か今の自分にはわからない、とい
うのが正直なところ。課題でもあ
ります。

女性であることのデメリットをメ
リットに変えたとき、女性の最大
限の力が発揮できると思う。出
産と育児はその最たるもの。「～
だからできない」ではなく、「～だ
からこそ、今の自分にできること
は何か」という発想の転換をラ
イフワークに生かせるのも女性
の強み。

札幌は、広いようで狭い。人も多
いようで少ない。というのは、志
を持って少し動き始めると、出会
う人は限られているように感じま
す。また、意外と保守的だけど、
何かひとつのことをやり続けてい
ると、必ず見ていてくれる人がい
て評価してもらえると感じます。

社会集団の最小単位である
「夫婦」がまず手を取り合って
子育てを「する」、「させる」とい
う意識が社会に広まるといいと
思います。さらに、「社会が子ど
もを育てる」という意識をもっと
人々が持つようになるとよりよい
と思います。

何事も無理し過ぎない、家族に
も無理はさせないをモットーに、
自分と家族の体調管理に一番
気を使っています。家事は完璧
を求めない。家電や子どもたち
を含めた人手を駆使して、ひと
りで抱え込まないようにしてい
ます。

約8年前、長男出産後に感じた
孤立感、閉塞感が今の活動の
原動力です。子どもがいるからこ
その視点、経験を生かせるのが
利点。2013年7月に生まれた
長女がダウン症児なのも、この
活動をしていく上ではむしろわ
たしの「強み」がひとつ増えたと
感じています。

自宅の一部を開放する「住み
開き」といわれるこのスタイルで、
「来mamaルーム」を行ってい
ます。自宅にいながらにして多く
の方と出会うことができ、有益な
情報やご縁を得ることができる
のが、おもしろさであり、やりがい
だと思います。

❶

❷

❸

❹

❶ 2013 年７月、長女出産後に３兄妹で記念撮影
❷「来 mama ルーム」内観　❸ 働くママの座談会の様子
❹「来 mama ルーム」のロゴ。2013 年 5 月に自費出版した「子育てはキャリアでしょ！」

活動を望む女性へのメッセージ今後の目標・展望など社会で女性が活躍することについて札幌を拠点に活動することについて

女性が活動する上で不足していること仕事と家事の両立で工夫していること忘れられないエピソード「やりがい」だと感じられること

子連れで参加できる講座や交流会を開催！
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起床、
朝食

出勤
メニューの仕込み

「Pop Spoon Cafe」営業 片付け、翌日の準備 帰宅、夕食 就寝

メニューの試作イベント等の打ち合わせ、
雑誌で紹介するメニューの撮影

契約農家から新鮮な野菜が届けられるので、お店につくのは早い。メニューの試作はひとりでじっくり取り組むのでお店
の閉店後にしている

自宅で映画鑑賞。図書館や書
店でゆっくり本を探したり、読書
するのも好きですね。趣味と実
益を兼ねて、デパ地下の食品
店めぐり、人気飲食店の食べ歩
きなども。

「Pop Spoon Cafe」ではカフェ
として営業しているほか、妊娠
を望む独身女性や妊婦中の
方、 そして離乳期、幼児期の子
どもを持つママたちにむけて料
理教室、セミナーを開催してい
ます。

1980 年、旭川市生まれ。フード
コーディネーター、ウェディング
プランナーを経て、2009 年栄養
士免許取得。マタニティフード
アドバイザー、栄養士として活
動。2013 年５月、カフェ「Pop 
Spoon Cafe」を西区琴似にオー
プン。 http://pop-spoon.com/

PROFILE

　ウェディングプランナーとして 500 組以上のカップルの結
婚式をプロデュースしてきました。入籍と挙式を同じ日にす
ることは少ないこともあって、結婚式のときは新婦が妊娠し
ていることがあります。その際に気づいたのは、多くの女性が、
妊娠して初めて食生活を見直していること。もともと ｢食｣
に関する仕事をしたかったので、思い切って仕事を辞め、短
大で栄養士の勉強をしました。そして、これから命を育む女
性の体づくりを、食事を通してサポートしたいという思いか
らマタニティフードアドバイザーの活動を開始。子どもを連
れて気軽に寄れるように、離乳食やプレイルームも完備した

「Pop Spoon Cafe」で料理教室やイベントを随時開催。また、
産婦人科や雑誌などで、いのちを育む食のある暮らしを提案
することが、健やかでやさしい未来に繋がることを願って活
動しています。

食べることは、生きること。
健やかな暮らしを応援したい

INTERVIEW

熊谷 しのぶ
Shinobu Kumagai3

❶

❸

プライベートの過ごし方

現在の仕事（活動）について
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何度か転職を経て、いまの仕事
にたどり着きました。回り道だっ
たのかもしれませんが、これまで
経験したことは今すべていかさ
れています。やりたいことと違うこ
とでもチャンスがあれば挑戦し
てみること。それによって開ける
道もありますよ。

栄養士として、マタニティフードア
ドバイザーとして、命を育む、楽
しいおいしさを伝えていきたいで
すね。「人生はじめてのごはん」
である離乳食のランチ会を毎月
２回定期開催していますが、乳
幼児のいるママさんの交流の場
でもあります。情報発信と交流
の場を増やしていきたいです。

女性が元気なまちは、活気が
あっていいですよね。子どもも明
るく健やかに育つのではないで
しょうか。「女性だから」というよ
り、「女性ならでは」の感性や経
験をいかすことが大切ではない
でしょうか。

北海道では札幌が交通の要
所なので、どこへ行くにもアクセ
スがいい。メディアも多いので
情報発信しやすいと思います。
札幌で活動・発信することで北
海道に広められるのではないで
しょうか。

乳幼児期は子どもにとっても母
親にとっても大切な時間なの
で、育休制度の増加、期間延
長などができるといいのではな
いでしょうか。また、数時間子ど
もを預かってくれる場所がある
と、育児の息抜きやリフレッシュ
にもなるので助かると思います。

自宅では時短料理ばかりになっ
ていますが、試作メニューを食
卓に出すと感想をもらえるので
とても助かっています。また、家
に着いたら気持ちをオフにしす
ぎず、すぐに掃除や洗濯をすま
せ、終わってからゆっくりするよう
に心がけています。

前職のウェディングプランナー
で結婚式のプロデュースを担
当したカップルが、子ども連れ
で「Pop Spoon Cafe」に来て
くれました。結婚、子育てと、そ
の後の生活もサポートさせても
らっているように思えて、とてもう
れしかったです。

妊娠・出産するときは産婦人科
でお世話になることができます
が、女性の体は出産後も変化
があり、その栄養管理はとても
大切。以前、産後間もないお客
さまから食事のことを通して体
調の相談をうけたとき、「相談で
きるところがあってよかった」とよ
ろこばれました。

❶ ❷

❸ ❹

活動を望む女性へのメッセージ今後の目標・展望など社会で女性が活躍することについて札幌を拠点に活動することについて

女性が活動する上で不足していること仕事と家事の両立で工夫していること忘れられないエピソード「やりがい」だと感じられること

命を育む女性の体づくりを「食」を通して提案

❶ 札幌市西区琴似２条５丁目４にある「Pop Spoon Cafe」。営業は11時～16時、土日祝休み
❷ウェディングプランナー時代（左）
❸離乳食ランチ会の様子
❹ 彩り豊かでつくるのも楽しい離乳食とキッズ食。ご希望の方にはレシピをお渡ししている

9



タイムスケジュールタイムスケジュール

PROFILE

1:0015:009:00 19:007:00 17:0011:00 21:0013:00 23:00 2:0016:0010:00 20:008:00 18:0012:00 22:0014:00 24:00

帰宅 就
寝

昼
食

起床・朝食・
メールチェック 打ち合わせ・作品製作準備／

レッスン 準備／レッスン

チョークアート教室を開催している日のスケジュール。レッスンがない日はほぼ創作活動（仕事）をしている

1986 年、余市生まれ。短大進学
とともに札幌市へ。さまざまな職
種を経験しながらチョークアート
を学び、現在はチョークアーティ
スト「シアワセ色の看板屋さん」
として活動中。
http://www.hanasasa.net

ぬくもりを感じるアートな看板で
人の心と交流できる作品をつくりたい

INTERVIEW

笹 森 花 絵
Hanae Sasamori4

❶

❷

　チョークアートは、あざやかな色合いと手描きならではの
ぬくもりが魅力。これは柔らかいオイルパステルを使用し、黒
板に描いた後に特殊塗料でコーティングして仕上げるので、水
に濡れても大丈夫なんです。また、デジカメ等で撮影して紙に
プリントしても、その風合いは失われないので、ポストカード
や絵本などでも展開しています。
　幼い頃から絵を描くのが好きで、次第に創作活動をしてい
きたいと思うようになりました。あるときインターネットで
チョークアートを発見し、その美しさに一目惚れ。東京まで習
いに行くなどして技術を習得。塗り絵感覚でつくることができ
るので、子どもでも楽しめます。だから多くの人にチョークアー
トを楽しんでもらいたくて、イベントや講習会を行っています。
まだ手探りで活動していますが、まずは多くの人にチョーク
アートを知ってもらえる機会をつくっていきたいですね。

姪っ子と甥っ子と遊ぶこと。

プライベートの過ごし方

チョークアーティストとして、看
板、メニューボード、結婚式の
ウェルカムボード、その他記念日
の似顔絵の受注製作・販売を
しています。チョークアート・デッ
サン・水彩スケッチ講師のほか、
イラストレーター、デザイナーとし
ても活動しています。

現在の仕事（活動）について
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❶毎週火曜チョークアート教室を開催
❷飲食店から依頼を受け制作したメニューボード
❸大人向けのチョークアート教室も好評
❹制作したチョークアートは撮影などすることでポストカードやフライヤーにすることもできる

❶ ❸

❹❷

色彩豊かなチョークアートの魅力を発信

3歳の姪っ子はなんでも「やって
みたい」と言います。でもその気
持ちとアピールは大事。これはで
きないけど、これならできるか
も…というのは自分が決めるこ
とではないのです。言い続けて
いれば、チャンスをくれる方がい
ます。熱い気持ちは恥ずかしが
らずに言ったもん勝ち！

活動を望む女性へのメッセージ

チョークアートの看板を出してい
る通りをつくって、街中がギャラ
リーや美術館のような雰囲気
になったら、もっと札幌の雰囲
気が良くなるのではと思っていま
す。札幌のよさ、ブランドをもっと
いろんな場所で知ってもらうた
めに貢献していきたいです。

今後の目標・展望など

いつの時代も活躍する女性は
たくさんいます。ぶれない意思
を貫いてきた「熱意」が、勇気と
希望を与えると思います。問題
に立ち向かって解決しようとす
る姿には尊敬と憧れを抱きま
す。自分もそのような存在になっ
て、誰かのためになりたいです。

社会で女性が活躍することについて

札幌は大きすぎず、小さすぎず、
コミュニティーのネットワークをつ
くるちょうどよい規模。これからど
んどん発展して行く可能性を感
じるので、札幌を活動拠点にす
る意義を感じます。そして、なに
よりも札幌の穏やかでおおらか
な人柄が多いのも魅力。

札幌を拠点に活動することについて

女性が活躍できる支援や取り
組みはあると思っています。た
だ、家族や子どものことなど、ひ
とりでは解決が難しいこともあり
ます。「女性」だからではなく社
会人のひとりとして社会に参加
でき、「女性」であることが特長
になるのが理想ではないでしょ
うか。

女性が活動する上で不足していること

未婚なので具体的にはありませ
んが、時間と場所を決めて、気
持ちの切り替えスイッチを考え
ておくことが大事だと思っていま
す。家族の協力を得るには、き
ちんと説明して理解してもらうこ
と、小さな成果や結果をちょっと
ずつでも見せていくのがいいと
思います。

仕事と家事の両立で工夫していること

結婚しても子どもが産まれても
続けられる仕事をしたいけど、何
をしていいのかわからず、やりた
いことが決まらなくてフラフラして
いた時期、ヤル気はあるのに気
持ちのやり場がなく精神的に苦
痛でしたが、それ以上に協力し
てくれる方がたくさんいて救わ
れました。

忘れられないエピソード

看板のオーダーが増え、似顔絵
や結婚式のウェルカムボードは
ほっこりできると好評です。自分
の作品（仕事）が誰かのよろこ
びになっていると実感できたとき
はうれしいですね。１日の大半は
創作活動なので、自分の生き様
が作品になっているのもおもし
ろいです。

「やりがい」だと感じられること

11



タイムスケジュールタイムスケジュール

15:009:00 19:007:00 17:0011:00 13:006:00 16:0010:008:00 18:0012:00 14:00

仕事が終わると自宅のある旭川へ。活動拠点のひとつである札幌に宿泊することも。業務時間外のほとんどを CAN net
の活動にあてている

1977 年、旭川生まれ。北海道の
地方医療を経験後、がんの化学療
法を勉強するため国立がん研究セ
ンター東病院化学療法化のシニア
レジデントを終了。医学博士、内
科認定医、血液内科専門医、がん
薬物療法専門医。がんのよろず相
談窓口 CAN net 代表理事
http://can-net.jp/

PROFILE

　多職種の専門家によるネットワークで、「がん」に関する情
報・サービスを提供する CAN net（キャンネット）を立ち上
げました。医師、弁護士などが所属しており、活動も札幌の
みならず旭川、東京などで展開しています。
　17 歳で潰瘍性大腸炎を発症し、父を肺がんで失いました。
病気になること、身内が病に倒れることの大変さを経験。そ
して医師として 1,000 名以上の「がん」の方に関わり、病気
や治療以外の悩みに関する情報提供が不十分だと実感。また、
結婚して家庭を持ち、親に病気がでてきたとき、自分自身や
家族の生活をどうするか考えました。自分の家庭や家族を大
事にできなくて、どうして患者さんの生活や気持ちが分かる
のだろうかと。その思いから CAN net をはじめることに。
病気は誰もが関係すること。病気になっても自分らしく生き
られる社会をめざして、活動の輪を広げていきたいですね。

病院では解決できない困りごとは
CAN net でサポートします！

中国語の勉強を週１回１時間
しています。違う社会・文化を知
ることができて楽しいです。あと、
子どものころから習っているお琴
と三味線のお師匠さんが素敵
な女性で、今ではお話したいが
ために通っています。どちらも、そ
の時間は他のことを忘れて集中
しているので、いい気分転換に
なっています。

札幌市内にある中規模の総合
病院で腫瘍内科医師（がん薬
物療法専門医）として従事。適
切な抗がん剤や治療の選択・
決定、副作用の予防や対応、
緩和ケア、終末期の看取り、ご
家族へのケアなどをチームとし
て行っています。その一方で、が
んのよろず相談窓口CAN net 
代表理事を務めています。

INTERVIEW

杉 山 絢 子
Junko Sugiyama

腫瘍内科の外来で勤務 帰宅。CAN netの活動腫瘍内科申し送り、勉強会など緩和ケアチーム回診
腫瘍内科申し送り 病棟会議 外科とのカンファレンス病棟業務（処置、説明、指示だしなど）

起床。CAN net の活動

5

❷

❶

プライベートの過ごし方

現在の仕事（活動）について
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札幌は大きいまちだけれど、頑
張っている人同士の顔がみえ
る、温かい素地のある都市だと
思います。一緒に協力して、い
きいきキラキラ頑張っていきま
しょう！

CAN netの活動は、「がんに
なったらCAN net」といわれるよ
うに、病院とインターネット以外
の、第３の頼れる場所となるよう
に組織をつくって、拡げていきた
いと思っています。

女性が得意とするマルチタスク
能力、コミュニケーション能力、共
感能力がいかされると、組織が
もっと円滑に、ハイパフォーマンス
に動くのではないでしょうか。ま
た女性と男性だけでなく、さまざ
まな性もあると思います。多様
な価値観が尊重される社会は
生きやすいと思います。

実は、札幌だけでなく、旭川・東
京でも活動しています。札幌は、
旭川ほど小さくなく、東京ほど雑
多ではないので、いろいろ試せ
ていいなと思っています。とても
自由な雰囲気と、地に足がつい
て、温かい人柄の人達と知り合
えて、うれしいです。

理解でしょうか。まだまだ家事・
介護・育児に関することが低く見
られがちなように思います。そし
て家事・育児・介護の民間サー
ビスが、不足していると思いま
す。これは特に北海道で。お金
を払ってでもお手伝いしてほし
いとき、そういうサービスを見つ
けるのに時間がかかります。

できないことは無理せず、協力
と理解を求めます。夫も医師で
すが、家事は半分やってくれて
います。夫の両親に申し訳ない
気持ちになりますが、「ごめんな
さい。ありがとう！でも、二人で元
気にお仕事してます！」と言って
ます。

5年前、母が大腸がんになって
２度の手術と抗がん剤治療を
経験。ちょうど結婚して家庭を
もったときでもあったので、まず
は自身の生活を大事にする必
要性を強く感じ、今のCAN net
の仕事をはじめるきっかけのひ
とつになりました。

誰の人生も山あり谷ありの道の
りだと思いますが、それときちん
と向かい合って歩いている人は
素晴らしいと尊敬しています。そ
ういった方々に微力ではありま
すが、自分自身の経験や専門家
としての経験・スキルをフルにい
かしてサポートできること。

❷

❸

❹

❶

活動を望む女性へのメッセージ今後の目標・展望など社会で女性が活躍することについて札幌を拠点に活動することについて

女性が活動する上で不足していること仕事と家事の両立で工夫していること忘れられないエピソード「やりがい」だと感じられること

がんに関する悩みごとを多業種団体で支援

❶それぞれ専門知識とスキルをもつ CAN net 運営メンバー
❷札幌での勉強会風景。エルプラザなどで定期的に開催されている
❸『社会起業大学ソーシャルビジネスグランプリ 2013 年冬』にてグランプリを受賞
❹ CAN net のホームページ　http://can-net.jp/
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タイムスケジュールタイムスケジュール

1:0015:009:00 19:007:00 17:0011:00 21:0013:00 23:006:30 16:0010:00 20:008:00 18:0012:00 22:0014:00 24:00

講演会を控えたある日のスケジュール。自宅の一部に事務所を構えているので、講演会などの事前準備は自宅で対応。
打合せやカウンセリングは状況に応じて出先で行うので、掃除や洗濯などの家事はその合間に済ませているという

愛犬ヨークシャテリアの「リッ
キー」と遊ぶこと。かわいらしい
仕草などは、見ているだけで癒
されます。ケーキづくりが若いこ
ろからの趣味で、シフォンケーキ
は家族にも友人にも好評です。

女性の健康に関する講義、出
前講座・講演、女性の健康に関
する相談を行っています。女性
の身体は加齢やストレスなどに
よって健康が左右されがちなの
で、その方のライフスタイルと女
性ホルモンの状態に合せた健
康管理を行えるようお手伝いを
します。 

1958 年、釧路生まれ、札幌育ち。
1981 年、国家資格助産師を取得
し大学病院に勤務。結婚、2013
年メノポーズ（更年期）カウンセ
ラーの資格を取得し、女性の健康
を支援する「ハイジア」として活
動をはじめる。
http://www.miharu-satoh-haijia.com/

PROFILE

　助産師として、不妊症で悩んでいる方、10代での妊娠や出
産など多くの女性を目の当たりにしてきました。周産期だけ
ではなく幅広い女性への支援が必要だと感じ、とりわけ更年
期障害については正しい知識と情報が不足していることから
「女性の健康を支援するハイジア」を立ち上げました。
　更年期というと敷居が高くなるかもしれませんが、これは
年齢やライフスタイルに応じたヘルスケアが必要な世代です。
主に 40～ 50代にありますが、最近は 20～ 30代でも見受
けられます。その症状は倦怠感や疲労感、発汗に限らず、肩
こりや下半身の痛みなどさまざま。適切な対応をすることで
心身は軽くなり、何事も前向きに取り組めるはず。認知症、
骨粗鬆症、動脈硬化の予防になる治療法もあります。体調不
良を感じたらまずは相談してもらえるとうれしいですね。仕
事をするのも、家庭を守るのも健康であることが大切です。

年齢を重ねることが楽しくなる
女性のヘルスケアをサポート

INTERVIEW

佐藤 みはる
Miharu Sato6

起床、朝食準備、
お弁当づくりなど

メールチェックや講演会
などの資料づくり

家族団らんの後、
読書や資料の確認

講演会などの打合せ、
カウンセリングなど 夕食準備 夕食 就寝

❶

❷

プライベートの過ごし方

現在の仕事（活動）について
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まず、いろいろチャレンジしてくだ
さい。できる、できないは、チャレン
ジしてから考えてみるのもいいと
思います。そして、長く活躍する
ためには、自分の健康は、自分
で管理することが大切。体力を
過信しないようにしてください。

将来、高齢になっても寝たきり
や介護の必要がない女性を増
やし、健康寿命を延ばせること
に貢献できたらうれしいです。
札幌のまちが、元気な老人が
楽しく過ごせるといいですよね。
それは巡り巡って、若い人の負
担を減らすことに繋がると思い
ます。

社会的に女性は労働力として
の期待も大きいと思いますが、
女性にとっても成長できる機会
となり、社会に貢献できることで
もあります。活躍の仕方は人そ
れぞれですが、自分が満足でき
る人生の過ごし方ができるのが
理想ではにでしょうか。

依頼があれば、全道各地に赴く
ので、交通の要所として札幌は
とても便利。新たな知識や情報
を得るために、関東や関西の研
修・学会に出席しやすいです。自
分が育ち、ずっと住んでいるの
で、身近の人の役に立てられて
いること、友人がたくさんいて応
援をしてくれることにもありがたさ
を感じています。

まず、男性も女性も、「女性は活
躍できる」という意識をもつこと。
男性が家事や育児に参加でき
る環境も大切ではないでしょう
か。また、産休や時短勤務の制
度が整いつつありますが、それ
を支える人へのサポートも必要
だと感じています。

食事に関しては、1週間分の献
立表をつくり、週末にまとめて買
い物をして、下ごしらえや調理
をして冷凍をしています。仕事
の帰りが遅くなったときは、夫が
献立を見て食事の支度をして
くれることもあります。夫の協力
を得られていることに感謝して
います。

女性であることで助産師の仕
事ができたこと（日本では男
性の助産師は認められていな
い）。妊娠・つわり・切迫早産で
入院・お産・帝王切開・育児をし
ながら働くこと、中間管理職を
経験したこと、更年期症状を経
験したことにより、女性の生き方
や悩みに共感でき、これまでの
経験すべて忘れられません。

以前、体調不良でさまざまな病
院で診療を受けるも、体調が優
れなかった女性に更年期障害
の傾向があり、適切な治療を紹
介したところ症状が緩和したと
よろこんでいただきました。更年
期障害や健康に関して悩んで
いる人の役に立てることはうれ
しいですね。

❶ ❸

❷ ❹

活動を望む女性へのメッセージ今後の目標・展望など社会で女性が活躍することについて札幌を拠点に活動することについて

女性が活動する上で不足していること仕事と家事の両立で工夫していること忘れられないエピソード「やりがい」だと感じられること

女性の健康を支援して、前向きな生き方を応援

❶更年期障害に関する講演会の様子
❷ 男女共同参画センターでチャレンジ相談をしている太田さん（左）と。起業に関して

多くのアドバイスをしてもらった大切な人
❸ソシア文化教室で更年期障害に関する講座・相談を行っている
❹助産師として勤務していたとき。休日は家族でピクニックを楽しんでいた
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タイムスケジュールタイムスケジュール

5:00 9:00 19:007:00 17:0016:0012:00 21:00 23:006:00 20:008:00 18:00 22:00 24:00

起床、
新聞チェック

保育所に子どもたちを送る 保育所に子どもたちのお迎え
子どもたちと就寝

勤務
朝食 夕食・お風呂

業務は 16 時ごろまで。打合せや手続き代行により変動することもあるそうだが、子どもたちのお迎えは 17 時を目処に
している。睡眠時間をたっぷりとることが活動の源！

1980年、福岡県生まれ。大学生の
とき札幌で過ごし、大阪で就職。
2005年結婚、2007年退職して札幌
へ移住。現在、行政書士法人エニシ
ア（http://www.anyci-a.com/）
に勤務し、北海道ママさん行政
書士の会（http://mama-gyousei.
jimdo.com/）としても活動

PROFILE

　育児をしながら勉強し、2011 年に行政書士として開業し
ました。妊娠・出産をしたとき、妊娠中の母子手帳の受け取
りや産後すぐの出生届の提出など、妊産婦の体がつらい時期
に役所へ出向かなければならないことに疑問を感じた経験か
ら、同じように困っている妊産婦の行政手続き代行サービス
を開始。このほか、子育てに関わる人々をサポートする業務
をしたい、団体として活動のＰＲをしたいと考えていたとき、
同じく子育てをしながら行政書士として活動する伊藤順子に
出会いました。すぐに意気投合して「北海道ママさん行政書
士の会」を立ち上げ、法律講座などのイベント「Mama Ciao

（ママチャオ）」を行っています。また、遺言書の作成や相続
の手続きなど暮らしの困りごと相談をはじめ、起業相談など
幅広く対応。これからも頑張るママさんの快適な暮らしを応
援していきたいですね。

身近な法律家として活動しています
暮らしの困りごとは気軽にご相談を

早起きして、ひとりで新聞を読む
こと。新聞や本を読むのは情報
収集だけではなく、気持ちの切
替もできるので大切にしていま
す。ただ、子どもが起きてしまう
と、なかなか時間が確保できま
せんが。あと、お酒を飲むのも好
きですね。

2013年に設立した行政書士
法人エニシアに勤務しており、
行政機関への許認可申請や
届出の代行を主にしています。
また「北海道ママさん行政書士
の会」の代表でもあり、セミナー
の開催などを通じてさまざまな
情報を発信。行政書士の認知
度向上をめざしています。

INTERVIEW

木村 奈津美
Natsumi Kimura7

❶

プライベートの過ごし方

現在の仕事（活動）について
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札幌には元気で意欲的な女性
がたくさんいると感じています。
もっと女性たちが社会に出て行
くことで、北海道経済の活性化
に繋がるのではないでしょうか！

性別に関係なく、多様な価値観
をもつ人が活躍できる社会が
理想だと思います。そのために
も、まずは女性が積極的に行
動できる社会になるといいので
はないでしょうか。

仕事・家庭のバランスをとりなが
ら、長く働き続けていきたいで
す。それによって、地域やママさ
んたちの支え・励みになるとうれ
しいです。

「何かやってみたい！」と思ってい
る女性はたくさんいると思いま
す。北海道ママさん行政書士
の会では、「起業ママへの第一
歩」という講座を開催しており、
毎回多くの方に参加していただ
いています。まずは行動してみて
ください。そして困ったことは相
談してください。

長時間勤務を前提とした企業
社会の是正。母親だけでは、育
児はできません。父親を含め、
多くの手で子育てするためにも、
もっとワーク・ライフ・バランスの
意識が浸透することが必要かと
思います。また、病児保育施設
が増えてもらえると助かります。

アレルギーを持つ子供がいるの
で、食事については配慮してい
ますが、仕事との両立について
は、特別な工夫はしていません。
職場の仲間や保育所、夫の助
けでなんとか仕事も育児も続
けられているので、日々感謝の
気持ちは忘れないようにしてい
ます。

昨年、整理収納アドバイザー
の方とともに、老後に備える
身辺整理に関するセミナーを
各地で開催し、大変ご好評を
いただきました。女性ならでは
の視点であり、また生活者の
視点をいかした企画だったと
思っています。

契約書作成や記帳代行、行
政手続き代行のほか、遺言書
作成サポートなどをしています。
どれもお客さまの大切な手続
きをお任せいただいているので、
「助かりました。ありがとう」の一
言をいただくと、お役に立てたと
いう実感があり、やりがいを感じ
ます。

❶ ❷ ❸

❹

活動を望む女性へのメッセージ今後の目標・展望など社会で女性が活躍することについて札幌を拠点に活動することについて

女性が活動する上で不足していること仕事と家事の両立で工夫していること忘れられないエピソード「やりがい」だと感じられること

暮らしの安心をサポートする行政書士

❶「北海道ママさん行政書士の会」の副代表 伊藤順子（右）とともに
❷長男はベビーカー、次男はおんぶで保育所へ送り迎え（開業 1 年目当時）
❸セミナー開催風景
❹起業をめざすママさんたちのランチセミナー風景
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タイムスケジュールタイムスケジュール

14:009:30 18:3017:0012:456:00 16:3013:30 24:00

起床、開催に
必要な
荷物の準備

『ケア･カフェ
さっぽろ』開始

終了、
撤収

実行委員集合。会場入り
受付開始

朝食 帰宅会場出る 就寝

『ケア ･カフェさっぽろ』開催当日のスケジュール。「終了後は打ち上げしたい」というが、資料等の整理のため早めに帰
宅しているとか

知人のイベントなどに参加して、
見聞や交流を広めています。そ
して、眠いときは、素直に眠る。
眠気は体のシグナルなので、応
じるようにしています。

医療・介護・福祉関係やケアに
関心のある方々が気軽に集ま
り、お茶やお菓子を楽しみなが
らワールドカフェ方式を用いて、
お互いの想いや考え方、悩みな
どをシェアする『ケア・カフェさっ
ぽろ』を主催しています。また、
障がい者福祉事業所の開所
準備中でもあります。

1969 年、奈良県生まれ。東京で
会社勤めを経て結婚。2006 年よ
り札幌で暮らし始め、介護職に携
わる。2012 年、旭川で行われて
いる『ケア・カフェあさひかわ』
を知り、2013 年より札幌でも
展 開。https://www.facebook.
com/carecafe.sapporo

PROFILE

　医療、介護、福祉といった職業は連携していると思われる
かもしれませんが、実のところ、ほとんど横の繋がりはない
のです。介護職に就いて５年以上経ち、そのことに少々疑問
を感じていたとき、旭川で「ケア」に関わる人たちが集う『ケア・
カフェあさひかわ』を知りました。その後、友人とともに実
行委員を設立して 3ヶ月後には開催し、30人ほどが参加。次
回は 7回目を迎えます。医療、介護、福祉だけではなく、教
育、保育、学生、飲食業界など幅広い職種の人が参加してい
ます。「ケア」を軸に他職種の人と知り合い、語り合い、人の
繋がりが増えていくのは楽しいですね。この集まりを主催し
て感じたことは、札幌は実現したいことを言葉にして行動す
ると、仲間ができ、応援してもらえるということ。何かやっ
てみたいと思っている人は、その想いを言葉にして行動して
みてください。きっといい機会にめぐり会えるはずです。

『ケア・カフェさっぽろ』を通して
職種をこえた人の輪を広げたい

INTERVIEW

藤 澤 寿 子
Toshiko Fujisawa8

❶

プライベートの過ごし方

現在の仕事（活動）について
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10年ほど前、関西出身で東京
在住でしたが、夫の故郷である
札幌に初めて訪れ、「ここに住み
たい！」と思いました。そして8年
前に札幌へ移住。日本のなかで
も都市といわれるこの札幌は、
自然豊かで四季も美しく、住み
やすさを感じています。大好きに
なった札幌で活動することが楽
しいです。

女性の感性やしなやかさが、混
沌とした社会の雰囲気を変えて
いくのではないかと考えていま
す。一所懸命に頑張っている女
性がいることで、女性も男性も
意欲的になる相乗効果がある
のではないでしょうか。

老若男女、障がいのあるなしに
関わらず、気兼ねなく集まれる
居場所を古民家や廃校を利用
してを創りたいと考えてます。
『ケア･カフェさっぽろ』は、ケア
に関心あれば職種は関係なく、
無料で参加できます。気軽に参
加して、語り合い、情報や知識
を共有していきたいですね。

その人自身が、自分らしく発言
して行動していればきっと大
丈夫！失敗だらけで今も模索し
ながらの毎日ですが、「これをや
る！」と、思い立ったが吉日だと
思って行動に移しています。急
に結果や答えが見つかることは
なかなかありません。毎日少しず
つでも前へ進んでいくことが大
切だと思います。

友人・知人は子育て世代が多
いので、周囲の印象では、一時
保育に対応してもらえる場所が
多くの地区であれば、子育てマ
マさんが活躍できる場所や時
間が増えるのでは…と感じてい
ます。

家事は、やる気のあるときにや
る。できないときは無理のない
程度のやり方で進めています。
仕事も家事もやるべきことをす
るのは大切ですが、頑張りすぎ
ないことも大事だと思います。

『ケア・カフェさっぽろ』の活動
は、一緒に頑張ってくれるコアメン
バーとマイペースに行なってお
りますが、他地区のケアカフェと
少し異なるのは、コアメンバーが
女性のみで、子ども連れでの参
加が自由なこと。参加された方
に、会場の雰囲気がふんわりと
した感じで癒されると言われた
こともありました。

医療・介護・福祉関係は案外
横の繋がりが弱いので、『ケア・
カフェさっぽろ』を立ち上げま
した。この会を通じて面識のな
かった方同士が知り合いになり、
それぞれの業種間等で勉強会
やイベントでの交流が増えてい
るようで、とてもうれしいです。

❶ ❷

❸

❹

活動を望む女性へのメッセージ今後の目標・展望など社会で女性が活躍することについて札幌を拠点に活動することについて

女性が活動する上で不足していること仕事と家事の両立で工夫していること忘れられないエピソード「やりがい」だと感じられること

気軽に同志が集い語り合う “場 ” づくりを展開

❶お茶やお菓子が並び、なごやかな雰囲気で語り合う
❷子どもたちはお絵かきに夢中。スタッフが子どもたちをケア
❸ 自由にテーブルに着いた参加者が語り合い、一定時間過ぎると席替えして違うメンバーで語り合う。最後に話

題をまとめて、参加者全員で共有している
❹写真は５回目の『ケア･カフェさっぽろ』開催の様子
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5:00 15:009:00 19:007:00 17:0011:00 21:0013:00 23:006:00 16:0010:00 20:008:00 18:0012:00 22:0014:00 24:00

タイムスケジュールタイムスケジュール

起床、
メイク 朝食 帰宅、夕食勤務

合同会社 北ロリに所属してロリータファッションを展開・発信しているが、メイクアップアーティストとしての活動も
続けており、これは北ロリでのスケジュール。帰宅後は、部屋にひきこもって読書や映画を観ているという

映画は、禁断症状が出るほど
大好きですが趣味の三味線は
なかなか上達せず…。最近は
JAZZに夢中（聴くだけ）。いつも
のテリトリーから離れ一人旅にで
たり、木々に包まれ気分転換と
いうことも大事な過ごし方。また、
ライフワークとして植林活動をし
ていて、２００４年より長沼町にて
「マオイ森づくり研究所」を設立
し、育苗と植林を通しセミナーな
どを開催しています。

メイクアップアーティストとして専
門学校や高校で講師を務めて
います。また、2012年より、「北
海道スタイル」として独自のロ
リータファッションを構築。サッポ
ロ・ロリータ・クラブを立ち上げ、
国内外に発信するとともに、雇
用や観光資源などを創出しよう
と北海道の委託事業に関わっ
ています。

1955 年生まれ。メイクアップアー
ティストとして活動。専門学校・高
校非常勤講師・社会人パーソナルイ
メージメイキング講座、札幌市「男
女雇用参画事業」の講師などを務め
る。合同会社 北ロリに所属。
http://kitaloli.com/

PROFILE

　ロリータファッションをご存知でしょうか。レースやフリ
ルをあしらった少女趣味的な服装というイメージしやすいか
もしれません。実はこれ、西洋の伝統衣装に現代性をミック
スしたクリエイティブな日本発のファッションなんです。単
なるコスプレや趣味ではなく、自分の生き方を表現するスタ
イルとして、新たな「クール・ジャパン」を発信。新規産業・
雇用の創出、観光資源の開拓なども視野に活動しています。
まさか還暦間近で起業するとは思いませんでしたが、美容部
員、メイクアップアーティスト、講師など、これまでの経験
がいかされていると感じます。女性は年齢や家族のことなど
で働き続けられないこともありますが、同じ仕事を同じペー
スで続けようとするから難しくなるのです。その状況に応じ
た働き方も大切。年齢を重ねたとき自分らしい、自分だけの
キャリアができますよ。

環境に応じた自分らしい働き方で
あせらずにキャリアを構築して！

9INTERVIEW

太田 ゆう子
Yuko Oota

就寝

❶

現在の仕事（活動）について

プライベートの過ごし方
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学校教育の一端を担っている
と、若い人が意外と保守的だと
感じることが多々あります。考え
てから動くこともいいですが、考
え過ぎると動けなくなります。ま
ずは心で感じたら行動して、何
かあったら考えるというスタイル
で生きていると、もっと人生を楽
しめると思いますよ。

北海道、札幌の風土や特性、
おおらかな人の質が魅力だと
思います。そして新しい事業を
発展させていくことに希望がも
てるアンビシャス精神と、多様
な文化を育むフロンティアな土
壌があるので、まちづくりとその
文化をミキシングして新しい文
化を築いていけることを期待し
ています。

まだまだ社会の仕組みが、男性
主体になっていると感じています。
多くの場合、組織の決定権は
男性にあります。もっと女性の視
点を取り入れ、その意見を社会
貢献や事業にいかすことで、より
質の高い価値が生まれ、社会
の許容量（力）が増し、幅広い
価値観が生まれるのではないで
しょうか。

札幌は、都市というイメージが
あり、自然豊かでローカル感も
味わえる。わたしたちのようにア
クションを起こすと、なんらかの
影響があるという意味では、人
の顔が見えるちょうどいいサイ
ズのまち。新しいものを受け入
れる人とまちの寛容さも持ち合
わせており、活動しやすいと思
います。

社会的には、保育関係は若い
女性の社会進出を促すため、
早急に対応すべき課題だと思
います。また、女性側の課題とし
ては、仕事をすることに対する自
己主張と社会性（協調性）のな
さを感じることがありますので、ま
ずは「なぜ働くのか」という自分
なりの答えを求めてみることが
大切ではないでしょうか。

ふたりの子ども（３６才、３２才）
は自立。わたしが育児をしてい
たときから、家族制度としての
女性の役割、女性が働くという
ことへの理解度も変わってない
ように思います。育児も介護も
女性が多く担っていますが、家
族みんなで協力することが当た
り前になれば、社会も意識が変
わるのではないでしょうか。

２０才代から社会参加する機会
があり、その仕事の質によって、
周囲の理解度は変わると感じ
ました。たとえば有償と無償の
労働がありますが、経済をともな
う仕事は認められやすく、ボラン
ティアや市民運動などについて
は理解されるのに時間がかか
る…という場面を何度も経験し
ています。

国内外で注目されているロリー
タ・ファッションを、北海道独自の
スタイルとして発信すべく活動
しており、ロリータさんのコミュニ
ティや新ブランドの構築など新
しい発見が毎日あります。世界
に向けて動いていることに刺激
があり、楽しいですね。いくつに
なっても挑戦は大事です。

❶ ❷

❸ ❹

❶  2013 年 10 月に行われた「ロリカワモニター
ツアー」では市内観光地などをめぐって撮影
会も行われた

❷サッポロ ･ ロリータ・クラブのロリータさん
❸  2012 年、「ロリータ研究所」として、パラ

シュートグループの第１回ビジネスアイデア
コンテストで優勝

❹ メイクアップアーティストとして、さまざまな
メイクを提案している

活動を望む女性へのメッセージ今後の目標・展望など社会で女性が活躍することについて札幌を拠点に活動することについて

女性が活動する上で不足していること仕事と家事の両立で工夫していること忘れられないエピソード「やりがい」だと感じられること

独自のロリータファッションを世界に発信
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タイムスケジュールタイムスケジュール

1:0015:009:00 19:007:00 17:0011:00 21:0013:00 23:00 2:0016:0010:00 20:008:00 18:0012:00 22:0014:00 24:00

起
床 勤務

帰宅 就寝
夫と食事。家族団らん

1 日の大半が仕事で帰宅は遅くなりがちだが、なるべく夫と一緒に食事をするように心がけているという

空いた時間では読もう読もうと
思いながら積んである本を読む
ようにしています。あとはよく心身
を休めるようにしています。

「いつものお店選びにちょっと
したトキメキを。」とのコンセプ
トで『イケメン店員MAP』を
運営しています。WEBサービ
スのほか、スマートフォンアプリ
（iPhone版・Android版）でも
展開中です。

1980 年生まれ。ホームページ制
作や雑誌編集などを経て、29 才
のとき「すべての干物女にときめ
きを」とのコンセプトでサービス
を企画。2012 年 2 月スマホアプ
リ『イケメン店員 MAP』リリース。
2013 年より株式会社ときめきサ
プリ代表。
http://cyuncore.com/ikemen/

PROFILE

自分が楽しい、おもしろいことを
実現するために動くことが大切

　いつも仕事に追われ、休日は疲れて家でゴロゴロ過ごし、 
家と会社を往復するだけの毎日。そんなわたしを癒してく
れたのは、行きつけのイケメン店員の笑顔でした。カフェや
美容室など身近な場所にいるイケメン情報を教えてくれるア
プリがあったら楽しい…と思い企画したのが『イケメン店員 
MAP』。当時勤務していた IT 関連企業の新規事業として始ま
りメディアで注目を浴びました。しかし、採算を取るまでに
時間がかかるという理由で打ち切りが決定。どうしても続け
たかったのでピッチコンテストなどに参加して資金を調達し、
自ら会社を設立しました。経営はわからないことも多いです
が、「やる！」と決めて動き出したら、支えてくれる仲間、応
援してくれる諸先輩に出会い、続けることができています。『す
べての女子にときめきを』の思いを叶えるため、これからも
イケメン情報を発信していきます！

INTERVIEW

岩 館  空
Sora Iwadate10

❶

プライベートの過ごし方

現在の仕事（活動）について
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ネットやデバイスの進化・発展
で、どこにいても情報やサービス
を発信できるようになりました。
札幌は日本のなかでは「地方都
市」ですが、多くの可能性をい
い持っていると思います。そんな
札幌で、世界と戦う仕事ができ
るようになりたいです。

広い視点で考えると、少子高齢
化のなか、性別に限らず活躍で
きる人が増えれば日本の国力に
も繋がると思います。

シリコンバレーのような起業
文化が日本に根付き、札幌が
「サッポロバレー」と呼ばれるよ
うなまちになるよう貢献していき
たいです。

もし、迷っているなら、前に進ん
だほうがいいです。時間は有限
です。たとえ失敗しても、その知
識や経験は人生の糧になり、か
ならず役に立つはずです！

女性は活躍しているように感じ
ますが、ピッチコンテストなどに
参加していると圧倒的に女性
は少ない。「できる」「やろう」と
決意したら前進するだけ。セミ
ナーや講演会などで、実際に活
躍している人の話を聞くと、刺激
になり、いいきっかけもたくさん
生まれますよ。

仕事が立て込み帰宅が遅くな
ることも多いのですが、体調を
考えて、休日にまとめて野菜スー
プをつくったりします。仕事と家
事を両立しようと思うとできない
ことに疲れてしまうので、家事は
気力体力ともに余裕があるとき
するようにしています。それを理
解し、協力してくれる夫に感謝し
ています。

会社設立時に印鑑証明を知ら
なくて驚かれたり、ニコ生に出
演したり...エピソードはたくさん
あります。最近では、女性起業
家として在日米国大使館のジェ
シカ・ウェブスター公使との昼
食会に招かれるという、貴重な
経験をさせていただきました。

正直なところ、やりがいを実感し
ている時間の余裕は今のところ
ありません。ただ、ピッチコンテス
トなどに参加し、企画の評価を
いただき、新たなチャンスに出
会ったり、人脈が広がるのはうれ
しいですね。

❶

❶  2013 年 10 月、Samurai Startup Island で開催された「HORIE_SAMURAI DEMODAY」
参加の様子。堀江貴文さんと知り合い、『イケメン店員 MAP ×焼肉部』のコラボが実現

❷  2013 年 11月、「オレが世界を変えてやる！supported by FSV」への番組出演をかけた、
ニコニコ生放送での公開オーディション番組出演の様子

❸初めてつくった会社印。そして会社の名刺

❷

❸

活動を望む女性へのメッセージ今後の目標・展望など社会で女性が活躍することについて札幌を拠点に活動することについて

女性が活動する上で不足していること仕事と家事の両立で工夫していること忘れられないエピソード「やりがい」だと感じられること

ユニークなスマホアプリで女子にときめき提供
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タイムスケジュールタイムスケジュール

10 才の長男は学童保育を利用し、ひとりで留守番をしないように配慮しているとか。子どもが寝てからの 1時間ほどが
ホッとできるひととき

特に趣味らしいものはありません
がショッピングは好きで、ファッ
ション誌もチェックするようにして
います。リフレッシュできるのは、
ひとりでランチをしながら過ごす
時間。仕事や家庭のことを冷静
に考えたり、のんびりしたり、とき
には自己啓発の勉強をしたり。
本当に貴重な時間です。

東日本電信電話株式会社北
海道支店勤務。法人ユーザー
へのＩＣＴソリューション営業。現
在は自治体をアカウントし、外
国人観光客向けWi-Fi環境整
備などに取り組んでいます。CSR
（企業の社会的責任）活動と
してネット安全教室の講師も務
め、多くの小学校を訪問してい
ます。

PROFILE

1976年、札幌生まれ。大学卒業後、
東日本電信電話株式会社入社。現
在は時短勤務をしながら、10才、
5才、1才の3人の男の子を育てる
ワーキングマザー。

　生活の基本は「家庭」だと思っています。でも、産休中ひ
とりで家にこもって育児することに閉塞感を感じたからこそ、
職場に復帰し仕事ができることをありがたく感じています。
子どもが３人いて大変ですが、仕事を終え帰宅すると家庭の
幸せを実感でき、また家庭のストレスは仕事中忘れることが
でき、わたし自身バランスがとれています。仕事を辞めたい
とは思いませんが、仕事も家事も時間に追われているので、
ゆっくり休める時間がほしいなぁとは思いますね。
　現在、周囲の協力と理解もあって時短勤務をしています。
その配慮に感謝しながら、日々の仕事を誠実に対応すること
が大切だと思っています。それに平凡な生活の中にも、意識
や視点を変えてみると、新しい出会いや発見があるものです。
身近にあるよろこびを大切にすることが、人生の充実に繋が
ると思います。

いつもの生活でも視点を変えると
新しいチャンスに出会えます！

INTERVIEW

菊 地 陽 子
Yoko Kikuchi

5:30 7:00 8:00 9:00 12:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00 24:006:00

11

❶

プライベートの過ごし方

現在の仕事（活動）について

起床。身じたく 夕食の準備。合間に子どもたち入浴夫、長男を送り出す。次男と三男は保育所にあずける
子どもたちを起こして、身じたく 夕食 子どもたち就寝

就寝
出社 退社

子どもたちと朝食 保育所に次男と三男お迎え
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与えられた環境が理想と違うこ
とがあるかもしれません。でも、
自分自身が柔軟になり、その環
境を受け入れてみるだけで、よろ
こびや楽しさが見つかることもあ
ります。少し意識して探してみる
と、さまざまな「きっかけ」や「チャン
ス」もあります。一緒にがんばりま
しょう！

今の仕事を続けていきたいで
す。異動は複数回あると思いま
すが、与えられた環境で自分ら
しく務めたいと思います。どんな
職場でも気負いすぎることなく、
柔軟に適応しながら、自分をい
かせる役割を見つけていきたい
です。

女性だから…ではなく、女性も
男性もそれぞれの特性をいかし
ながら活躍できるのが大切だと
思います。以前より、女性も外で
活動しやすい環境になっている
と思うので、それぞれの個性と、
ときに協調性・柔軟性を大切
に、男女が互いに活き活きとし
た社会になるといいですね。

札幌が大好きです。都会的な
面と自然豊かな面のバランスが
よく心身にとてもよい環境。子
育ての面では、行政が運営す
る学童保育で19時まで対応し
てくれるところは少ないので助
かります。家族とともに札幌で
暮らしながら、札幌がよりよくな
る取組みにも参加できたら…
と思います。

女性の管理職登用などこれまで
「女性には…」と遠慮されてい
たようなことに女性を普通に活
用できる環境づくりが大切だと
思いますが、それを受け入れる
個々人の意識がまだ不足して
いるように感じます。男性も女性
も互いに今までの枠組みをこえ
て認めあうことが重要ではない
でしょうか。

家庭も仕事も大切なので、そ
れを無理に切り分けることなく、
その時々で強弱をつけたりバ
ランスを保つように意識してい
ます。行動面では「イベント」を
大切にしています。家族の誕生
日や学校・保育所の行事、会
社の懇親会など、コミュニケー
ションをはかる大切な機会だと
思っています。

ネット安全教室は子どもたち
にインターネットのコミュニケー
ションのポイントやマナーを教え
る出張授業。北海道支店の講
師第一号として活動し認められ
たことは大きな自信となり、通常
の業務でも“やりがい”や楽しさ
を見つけながら積極的に取組
むことができるようになりました。

お客さまから信頼をえながら
受注まで結びつけること。そし
て、その取組みが評価されるこ
と。評価されること・認められる
ことは、働くうえでとても大切だ
と思います。素直に嬉しいです
し、またそうなれるように、自分
で考えたり工夫したりするよう
になります。

❶ ❷

❸

活動を望む女性へのメッセージ今後の目標・展望など社会で女性が活躍することについて札幌を拠点に活動することについて

女性が活動する上で不足していること仕事と家事の両立で工夫していること忘れられないエピソード「やりがい」だと感じられること

情報通信技術やネット安全教室で地域貢献

❶ＣＳＲとして取り組んでいるネット安全教室の開催風景
❷ときには体育館を利用してネット安全教室を開催することも
❸家族で円山動物園に行ったときの様子
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タイムスケジュールタイムスケジュール

5:00 15:009:00 19:007:00 17:0011:00 21:0013:00 23:006:00 16:0010:00 20:008:00 18:0012:00 22:0014:00 24:00

就寝
子どもたち就寝夕食 家族と

団らん帰宅途中に買物
起床

起床後は、身じたくや食事の準備のみならず、掃除、洗濯、片付けなどする朝型派。さらに、読書もしているというから
スゴイ！

1975 年、旭川生まれ。大学進学
により札幌市へ。現在、勤続 16
年目。11 才、7 才の男の子を育
てるワーキングマザー。講演会や
勉強会などにも積極的に参加し、
それを通して知り合った働く女性
仲間も多い

PROFILE

　新卒で入社後、結婚、産休と育児休暇を２度取得しました。
当時は総務課勤務だったので調べたところ、育児休暇の取得は
東京のＪＡＦ本部ではいたようですが、札幌ではわたしが初め
ての取得。先輩に働く母がいたので、自分にも子育てしながら
働けるかなとイメージしやすかったです。身近にロールモデル
になるような人がいて、とても励みになると同時に助けてもら
いました。昨年までは保育所のお迎えがあったので、心苦しく
思いながらも逃げるように退社。ふたりの子どもが小学生にな
り、だいぶ手がかからなくなりました。いま思うと周囲の理解
と協力があったので、これまで会社員として働き続けることが
できたと感謝しています。その一方、世の中にはいまだ根強く
「女だから」という感覚があります。フルタイムで働きながら
の育児は大変なことが多いので、柔軟な働き方を選べるのが当
たり前の時代になることを願っています。

パワフルで魅力的な人に会い
話を聞くといい刺激になりますよ

家族でおでかけ、ショッピング、
温泉、美味しいものを食べに行
くこと。読書、講演会、勉強会等
への参加。

ＪＡＦ（一般社団法人日本自動
車連盟）札幌支部にて、交通
環境に関わる業務と広報業務
をしています。

INTERVIEW

八十島 智春
Chiharu Yasojima

勤務
退社

12

❶

プライベートの過ごし方

現在の仕事（活動）について
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企業で働くワーキングマザー
や自身で起業してる方など、札
幌にはパワフルな女性が多い
ので、業種や会社を問わず繋
がっていける出会いの場がたく
さんあるので札幌はいいまちで
すね。

労働力不足が叫ばれる中、どん
どん女性が活躍する社会にな
ることを望みます。今の子どもた
ちが大人になったとき、「女性だ
から○○～」と言われることがな
くなっている世の中になっている
こといいなと思います。

自分の基盤である家族を大切
にしたうえで、楽しく仕事を続け
ながら、学び続けて、「ライスワー
ク」以外の「ライフワーク」を見
つけ充実した日 を々送りたいで
す。札幌市が「子育てしやすい
まちで、働く女性が多い」という
まちになるとうれしいですね。

札幌には個性と魅力あふれる
働く女性が色々な場所で活躍
しているので、一歩踏み出して、
さまざまな人と知り合う機会を
つくってください。年齢・職業に
関係なくキラキラ輝いてる人に
出会って話を聞いてみると、い
い刺激があり、得るものがたく
さんありますよ。

保育所の定員は増えてきたよう
ですが、病気になったときの子
どもの預け先に困るので、保育
所に看護士さんが常駐して病
気になっても預けられると働く母
は助かります。また、働く女性へ
の男性の理解というのも不足し
ているように思います。

朝の時間を大切に過ごしていま
す。平日の早起きは得意になり
ました。家事などは夫や子ども
たちにお願いできるものは頼む
ようにしています。ひとりで何で
も抱え込まず、同じようなライフ
スタイルの女性との交流も大切
にしています。

ＪＡＦは男性イメージの強い会
社なので、女性だけでチームを
つくり、事務所兼ショールームに
入りやすい（お客さまスペース）
を考えてレイアウト変更などした
こと。本当に上司や同僚にたく
さん助けられていて日々感謝し
ています。

ＪＡＦの取り組みがわかるニュー
スリリースを作成し、各メディア
に配布。それによって取材が入
り、ＪＡＦの業務が広く周知され
るのはうれしいですね。また、イ
ベント等で一般のお客さまと接
することも楽しいです。

❷❶

❸

活動を望む女性へのメッセージ今後の目標・展望など社会で女性が活躍することについて札幌を拠点に活動することについて

女性が活動する上で不足していること仕事と家事の両立で工夫していること忘れられないエピソード「やりがい」だと感じられること

企業の広報活動を通じて社会に貢献！

❶札幌モーターショー 2014にて広報活動を展開
❷次男が誕生し、仕事に復帰した頃
❸昨年家族旅行の様子
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タイムスケジュールタイムスケジュール

5:15 8:40 19:007:00 17:106:00 8:10 18:0012:00 1:0024:00

起床。朝食の準備、洗濯、
身じたく。その合間に新聞や
ネット記事のチェック

帰宅。
夕食の準備など

家を
出る 出社 退社 就寝

子どもは 13才と 9才でだいぶ手がかからないようになったとか。夫が調理師ということもあって食事の用意は分担して
いるという

基本的に料理は好きなので、週
末など時間に追われずに“美味
しい料理”ができるとストレス発
散になります。インテリア・雑貨店
のウィンドーショッピングやインテ
リア本の読書は、時間があっと
いう間に過ぎると感じるぐらい
大好きです。

北海道内の各支店における女
性活躍推進・職場環境向上推
進活動の専任者をしています。
具体的には、各支店の活動の
提案から企画・資料作成のサ
ポートや活動への参加、各支
店所在地の自治体等との連携
の橋渡しなどになります。

PROFILE

1968 年、深川市生まれ。短大進
学により札幌市へ。父の実家が農
業をしていたこともあって一次産
業への貢献をめざして株式会社日
本政策金融公庫札幌支店に入社。
一男一女の母でもある。

　現在、女性活躍推進担当として活動しています。取組みとし
ては、女性職員のキャリア形成醸成のための女性経営者との交
流会のほか、男女共同参画やジェンダーフリーに関する講座
の受講など。受講するだけでなく、その後ディスカッション
などを通して、男女や階層の温度差等の課題を解決するため
次の活動に繋げています。またワーク・ライフ・バランスに
関する職員の意識向上のため講演会受講や家族の職場参観な
ども実施。これらの積み重ねにより社内のみならず社会全体
の意識が変わり、女性がもっと活躍しやすい環境に繋がると
思っています。この専任者に任命されたとき戸惑いましたが、
実際にやってみると視野が広がり、いい機会を与えてもらっ
たと思っています。人生には予想もしないことが多々ありま
すが、最初からできないと諦めるのではなく、まずは挑戦し
てみること。それによって可能性が広がりますよ！

やらない後悔より、やった後悔！
自分の可能性を広げることが大切

INTERVIEW

田 中 育 子
Ikuko Tanaka13

❶

プライベートの過ごし方

現在の仕事（活動）について
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北海道における女性の活躍
推進はまだまだこれからだと思
います。まずは北海道の拠点
である札幌で、あらゆる立場や
環境の女性が活躍して、そこか
ら徐々に道内の各地域へも広
がって、地域活性化に繋がれば
いいなと思っています。

女性ならではの利点、たとえば
きめ細やかなサービスや発想、
しなやかな言動などをいかすこ
とで、より充実した社会に繋が
るのではないでしょうか。“女性
（自分）らしさ”をいかして活躍
する人がもっと増えることで、い
い影響を与えてくれたらとうれし
いです。

現職では同様に社内で女性
活躍や職場環境向上に取組
む企業との連携等外部機関と
のネットワークを構築し、職員の
キャリア形成や多様な価値観
の醸成への寄与、会社自体が
地域へ貢献できる基盤をつくる
こと。その中で自分らしく、いち社
会人として成長していきたい。

ライフイベント（結婚や妊娠・出
産等）は、最初から無理と決め
つけて選択肢を狭めず、まずは
やってみることが可能性を広げ
ることになります。やってみたら
新たな自分を発見できるかもし
れません。あまり肩肘はらず、あ
りのままの自分に自信を持ってく
ださい！

活躍したい女性周囲の環境
整備。企業のトップメッセージは
あっても、社内全体に意識が浸
透しているかというと、まだまだ
かなぁと。また、育児休業など制
度はあっても、取得しづらい職
場環境であれば意味がないの
で、職場風土の醸成に繋がる
具体的な取組みが必要。

子どもに働く大切さを伝え、最
近は家事の手伝いや労いをし
てくれるようになりました。手間
を省くと後ろめたさを感じるの
で、家族とのコミュニケーション
を大切にして、精神的な負担感
を軽くすることが自分なりの秘
訣。でもやっぱり大いに手抜きし
ます（笑）。

入社して3年目、融資審査を担
当し、定期的に道内各地へ出
張していました。まだ行政機関
でも女性担当者は少なく、夜の
懇親会でコンパニオン扱いされ
ることが多かったです。当時は
セクハラといった言葉もなく、精
神的に苦労したことが多々あり
ました。

各支店の活動成果を実感でき
たとき。活動に参加した職員の
感想を聞き、会社の女性活躍
推進や職場環境向上に微力
ながら貢献できたのかなと思え
たときは、うれしいです。また他
支店や他事業の交流も増え、
わたし自身いい刺激をもらって
います。

❷❶

活動を望む女性へのメッセージ今後の目標・展望など社会で女性が活躍することについて札幌を拠点に活動することについて

女性が活動する上で不足していること仕事と家事の両立で工夫していること忘れられないエピソード「やりがい」だと感じられること

❶長男出産時。このとき育休は１年取得
❷長女の保育所にて。このとき育休は7ヶ月まで取得。いまは9才になる

社内で女性活躍推進と職場環境向上の活動中
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タイムスケジュールタイムスケジュール

5:45 18:3018:107:00 7:50 17:15 21:30 23:306:20 20:008:30 12:00 18:00 22:00

起床、
身じたく

朝食の準備
弁当作り 朝食 家を

出る
帰宅、夕食の準備
子供が帰宅

夕食
団らん

入浴
子供が就寝 就寝

洗濯、翌日の食事の準備
出社 退社

夕食の下ごしらえを前夜に済ませるのが時短のポイント。洗濯物を干すのは帰宅後の夫が担当。

1972 年生まれ。短大卒業後、
NEC入社。仕事と子育てを悩みな
がらも軽やかに両立している。ワ
インと子供達に愛情を注ぐママで
あり、イベントでは自ら司会もこ
なす。ワーキングネームは旧姓の
角田（かくた）

PROFILE

休日は家族と一緒に過ごしてい
ます。大勢でにぎやかな雰囲気
が好きなので、夏はＢＢＱ、冬は
鍋パーティーなど友だち家族と
一緒に楽しんでいます。平日の
夜は同僚とお酒を飲みに行くこ
ともあります。お母さんもたまに
は息抜きが大切だと思います。

ＮＥＣのシステムをご利用いただ
いている企業・官公庁・学校な
どで組織されたユーザー団体
の事務局として、講演会やセミ
ナー・研修会など各種イベント
の企画や運営全般を担当して
います。お客さまのニーズにそっ
た企画立案のため日々試行錯
誤をしています。

　入社・結婚・二度の出産・業務復帰と、社会に出てからさ
まざまな経験をしてきました。産休後フルタイムで業務復帰
をした際には、いろいろな困難もありました。家庭と仕事の
両立に悩み、退職を考えたことも数知れずあります。しかし、
家族・友人・同僚・周りの方々からの温かい支えによって、
一つひとつ乗り越えることができました。今は子育てと仕事
を両立し働き続けてきて本当によかったと思っています。
　現在、ふたりの子ども ( 息子・中２、娘・小 5) も成長し、
自分の生活を振り返ったときに、今まで周りの方々から与え
ていただいた「温かな支え」を、これから出産・育児を経験
する後輩たちに届けたいという想いを強く抱きました。この
想いを伝える手段の一つとして「女性セミナー」を企画・運
営しています。普通の会社員であるわたしの経験や知識が、
少しでも皆さまのお役に立てることができたらうれしいです。

人生のさまざまな局面で頑張る
女性を微力ながら支えていきたい

INTERVIEW

良 玄 有 子
Naoko Ryogen14

❸

❶

プライベートの過ごし方

現在の仕事（活動）について
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変化に不安はつきものですが、
最初からあきらめず、理想にこ
だわりすぎず、まずは何でもやっ
てみることが大事だと思いま
す。辛いことがあったときは「未
来の自分への貯金」だと思い、
視点を変えてみることで、新し
い道が自然と開けることもある
と思います。

多様な働き方への理解が必要
だと思います。難しい面もあると
は思いますが、業務の生産性・
効率化を重視した働き方への
評価が高まれば、短時間勤務
などの制約があっても、自分が
めざしたいキャリアをしっかり描
きながら働くことができると思い
ます。

第一に、たくさんの働く女性たち
を応援できる活動として「女性
セミナー」を発展させていきたい
と思っています。第二に、社会イン
フラ整備を担うメーカーに勤務
する者として、札幌市に暮らす
一市民として、札幌の発展のた
めにこれからも寄与していきた
いと思います。

会社では「仕事の時間軸」で
行動していますが、家庭では
「大人軸で考えない」ようにし
ています。なかなか子どもが寝
てくれないときは家事は後回し
にして一緒に寝るなど、子ども
の気持ちを最優先にすると腹
を括れば、イライラせず楽な気
持ちになれます。

「女性セミナー」を企画した際、
初めての試みに上司もわたしも
うまくいくかどうか不安でした。
準備を念入りに重ね、当日は無
我夢中で進行しました。終了後
「今まで参加したセミナーで一
番良かった」と書かれたアンケー
トを見たときの達成感は忘れら
れません。

女性ならではの感性や視点、細
やかな気配り、発想力などをもっ
と社会に取り入れていくことで、
活躍の場が増えていける社会
になれると思っています。一方
で女性側の意識改革やスキル
アップも必要です。相互バラン
スのよい環境になることを希望
しています。

夫婦そろって札幌育ちであり、
両親も、生粋の道産子である
子どもたちも、家族みんなが札
幌という街が大好きです。札幌
は、優しく穏やかな人が多く、温
かみのある街だと思います。この
恵まれた環境の中で生活できる
ことは、とても幸せだと思ってい
ます。

お客さまから感謝や喜びの言
葉をいただいたときや、笑顔を
見せてくださったとき、何気ない
会話の中で「気持ちが通じ合っ
た」と感じられたときなど、お客さ
まに喜んでいただくことが何より
嬉しく、自分の仕事に対するやり
がいを強く感じます。

❹

❺

❷

❸

❶

活動を望む女性へのメッセージ今後の目標・展望など社会で女性が活躍することについて札幌を拠点に活動することについて

女性が活動する上で不足していること仕事と家事の両立で工夫していること忘れられないエピソード「やりがい」だと感じられること

「女性セミナー」を通して頑張る人を応援

❶第２回「女性セミナー」開催風景
❷セミナーで用意したお茶菓子。細やかな気くばりが表れている
❸子どものために、楽しいお弁当やお料理をつくることを心がけているという
❹長男小学校入学時は、夫が単身赴任になり、長女もまだ幼くて大変だったとか
❺元気いっぱいの娘は性格も似ているそう
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タイムスケジュールタイムスケジュール

9:00 19:10 21:30 23:006:00 8:20 18:30 22:00 24:00

取材先によって退社時間は前後することもあるとか。先輩社員は残って仕事をしている中、申し訳ない気持ちはあるものの、
先に退社して、子どものお迎えに向かう

起床、新聞チェック、朝食づくり、
夕食の準備、子どもの身じたく

自宅出発、子どもを
保育所に預けて出社

帰宅、夕食、
子どもの入浴

子ども就寝 就寝

家事（掃除、洗濯）、原稿執筆
勤務

1981 年、平取生まれ。学生時代
は青森で過ごし、2004 年に北海
道新聞社へ入社。整理部を経て、
北見支社報道部に配属。結婚、出
産を経験。現在は本社のある札幌
に戻り、生活部に所属。夫、５才
の娘の３人家族。

PROFILE

　人と話すことと書くことが好きで、実家のある田舎にも毎日
情報が届けられる新聞に魅力を感じて記者を志しました。結婚
したとき、夫は札幌勤務だったので別居婚を選択。産休・育休
時は札幌で過ごしましたが、復帰の際は子どもとともに北見へ。
働くことで自分らしくいられると思っていても、それが周囲に
は迷惑かも…と自己嫌悪に陥って辞めようと思ったことはあ
ります。そんなとき家族や仕事仲間の支え、励ましがあり、折
れそうな心を持ち直して仕事を続けています。男女の性差云々
というのは好きではありませんが、女性だからこその視点があ
り、掘り下げられる社会問題もあると思います。今後も新聞記
者として提起していきたいですね。それぞれ事情もあると思い
ますが、もし可能であれば、結婚や出産後も仕事を続けるとい
う選択肢を大切にしてほしいです。その意志があれば、大変で
も自分らしい働き方を続けられると思います。

まさに「案ずるより産むが易し」
そして意志あるところに道は通じます

家族でゆっくり家で過ごす。友
人家族との茶話会。仕事柄さま
ざまな人と交流があり、人の縁
を繋げるのも楽しいので、発起
人となって数名に声を掛けて食
事会などもしています。あと、ひと
りでゆっくりランチした後、小説
を読みふけるのがリフレッシュに
なっています。

北海道新聞社生活部の記者と
して、障がい者や社会保障など
の分野を担当し、記事を書いて
います。ソチ冬季パラリンピック
の担当として、選手や競技を取
材。今回、ソチにも行きました。

INTERVIEW

貝 澤 貴 子
Takako Kaizawa15

12:00

❶

プライベートの過ごし方

現在の仕事（活動）について
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職種も環境も関係なく、女性
同士が繋がることが大切だと
思います。札幌には男女共同
参画センターなど、知り合う機会
を得られるので活用してみてく
ださい。

とにかく目の前のことに一生懸
命取り組むだけです。わたしは
記者としてまだまだ未熟。勉強
し続け、しっかりとした良い記事
を書きたいと考えています。女
性が課題としている問題につい
ても、記事を通じて発信したい
です。忙しくてなかなか実現でき
ていないのですが、女性たちの
輪も広げていきたいです。

福祉国家である北欧は労働力
確保のために、女性の登用が
進んだとか。性差にとらわれず
活躍を促進すると、女性のやる
気も引き出され、結果として生
産性は向上するのではないで
しょうか。また、女性活躍が一
般的になれば、社会的な子育て
サービスの充実も進み、社会で
子育てする気運も高まると思い
ます。

札幌には、自身で道を切り開き、
活躍する女性が多いと思いま
す。そのような女性たちと出会う
ことで、刺激を受けられます。

行政には病児保育と夜間保育
の拡充、企業にはポジティブ・ア
クションをそれぞれ望みます。女
性だけが働きやすくなっても、夫
の協力を得られなくては、仕事
も続けられません。性別に関係
なく、働きやすい社会が必要だ
と思います。

家族の健康が大切なので、規
則正しい生活と食事を心がけ、
体調不良にならないようにして
います。万が一、娘が急に体調
を崩しても対応できるように、仕
事を前倒しして取り組むように
しています。また、家族の理解も
必要なので、とくに娘には、どん
な仕事をして、どんな出張で家
を空けるのか、しっかり説明する
ようにしています。

メダリストのご家族から「お子さんと離
れても、頑張ってたくさん記事を書い
てくれてありがとう」と言われたこと。ソ
チパラリンピックの取材は、子どもを夫
と実家に任せ、単身で行きました。葛
藤はありましたが、仕事を任されたか
らには精一杯頑張ろうと考えていた
ので、その言葉はとてもありがたく感じ
ました。日本チームのスタッフにも共働
きの方がいて、励ましてもらったことも
思い出です。家族みんなで乗り越えた
この取材は、一生忘れられません。

取材先や読者から「いい記事
だった」「今までこんな問題があ
るとは知らなかった」という反応
が得られると、やりがいを感じま
す。取材を通じてさまざまな価
値観を持った方に出会えるの
で、自分自身の成長にも繋がる
と思っています。

❶ ❷

活動を望む女性へのメッセージ今後の目標・展望など社会で女性が活躍することについて札幌を拠点に活動することについて

女性が活動する上で不足していること仕事と家事の両立で工夫していること「やりがい」だと感じられること
忘れられないエピソード

社会福祉に関する問題を掘り下げ、発信する

❶５才の娘とともに
❷ 北見支社報道部時代、北見市常呂町のワッカ原生花園で撮影

したもの
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タイムスケジュールタイムスケジュール

起床 家事朝食 就寝帰宅
夕食の準備勤務

起床から朝食までは、読書やブログ投稿、todo リスト作成など自己啓発のひととき。出社前に家事をひとつ片付けるこ
とにしているとか

夫の転勤のため1年間倶知安
町で暮らしていました。そのとき
登山の楽しさに目覚めました。
ほかの趣味は読書、映画鑑
賞、旅行。そして、夫や友だち、
両親など親しい人と食べ飲み
歩くこと。

有限会社PLAN-Aでは、プレゼン
力・コミュニケーション力を高める
ビジネスコミュニケーションセミ
ナー「アイラブリリアントスタイル」
の運営、主婦向けのマーケティン
グやプロモーションに携わってい
ます。北桜労働法務事務所で
は、顧問先への労働関連法の
改正情報や社会保険などに関
わる情報を発信しています。1979 年、札幌生まれ。2009 年

夫の転勤のため倶知安町で暮らし、
キャリア教育コーディネーター
として活動する。2012 年 2 月
PLAN-A入社、11月社会保険労務
士試験合格して北桜労働法務事務
所にアシスタントとして勤務開始。
http://www.plan-aira.com/
http://sr-sakurasakuyo.jp/

PROFILE

　これまで職業や職種が財産という時代があり、その後は雇
用や組織が財産とされてきました。でも、今はキャリアが財
産です。これからの多様な就業形態は、自分の望む生き方に
応じて働き方が選べるようになると思います。そのとき自分
で納得のできる人生を切りひらいていくためには、会社をこ
えてどこでも通用する能力を身につけている人が「かっこい
い大人」だと思います。人の成長には「出会い」が大切。こ
れからの未来を担う子どもたちには「かっこいい大人」と出
会える場をつくってあげたいです。
　わたしの人生の転機は、PLAN-A代表の竹本アイラ社長、北
桜労働法務事務所の田原咲世先生との出会いなしには語れま
せん。まずは興味のあることを自らの意志で行動してみること。
それによって人の縁が広がり、自分の可能性も広がっていきま
す。行動も思考もやさしくしなやかに生きていきましょう！

人との出会いからチャレンジする
素敵な機会に恵まれました！

INTERVIEW

林 　 ゆ み
Yumi Hayashi16

❶

❷

プライベートの過ごし方

現在の仕事（活動）について
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道外に住む友人知人から、「札
幌」はとてもうらやましがられると
ころです。きっとまだまだ引き出
せていない多くの魅力がある都
市なのだと思います。人もまち
も、才能や可能性をもっといか
していきたいです。

自立できる人は自立する。そう
すれば不要な苦しみから解放
される人が増え、より多くの人
が支え合いながら、しあわせに
なれる社会になると思っていま
す。自立すると、受け身ではなく
主体的に人生を選択すること
ができます。

学校では教えてくれない大切なこ
と（思考力、スピーチ力、プレゼン
力、コミュニケーション力、お金の
知識、法律の知識、経営）を学
び、身につけられる場所をつくり
たい。そして、札幌をたくさんの
チャレンジが生まれるまちにした
いです。

「女性」であること、「妻」である
こと、「母」であることを固定概
念で解釈せず、肩肘はらずに自
分をいかすこと、そして周りの人
たちもいかすこと。どんなにがん
ばったところで自分以外にはな
れません。ゼロイチで考えず、強
くやさしくしなやかに人生を輝
かせてください。

家庭、仕事での役割について
の固定概念を壊すこと。家族
や知人以外に助けをもとめら
れる（ハウスキーピングやベビー
シッターを活用できる意識改
革）社会風潮の変化。そして、ゆ
るやかな復職制度も。

まめに動くこと。書き出す習慣を
もつこと（todoリストをつくる、頭
で覚えておくことを少なくする）。
健康でいるために常に予防し
ていること（いつでも最高のパ
フォーマンスを出せるよう心も体
も整えておく）。

PLAN-A代表の竹本アイラ社
長、北桜労働法務事務所の田
原咲世先生との出会い。子育て
も仕事も限られた時間のなか、
プロ意識を持ってしなやかに仕
事をしている姿を見て、女性の
素敵なキャリアの重ね方を近く
で学べている毎日が素晴らしい
経験です。

PLAN-Aで行うセミナーで、「変
化」や「成長」に立ち会えること
です。スイッチが入る瞬間を目の
当たりにすることが何度もありま
す。目に輝きが増し、言葉が変わ
り、姿勢も変わり、オーラまでも
変わる。そんな場面に出会った
ときやりがいを感じます。

❶ ❸

❷

活動を望む女性へのメッセージ今後の目標・展望など社会で女性が活躍することについて札幌を拠点に活動することについて

女性が活動する上で不足していること仕事と家事の両立で工夫していること忘れられないエピソード「やりがい」だと感じられること

魅力と個性を伸ばし、キャリア形成を支援する

❶セミナーによっては講師を務めることもある
❷尻別岳山頂にて
❸雪山をスノーシューで登る本格派
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洗濯や掃除は週末にまとめて。夫が食器洗い、お風呂掃除など手伝ってくれるが、それでも疲れているときは、無理せず
外で食事を済ますこともある。頑張りすぎないほうがいい

PROFILE

道東出身。一般企業に勤めるも、
以前から夢だった看護師をめざし
て20代半ばで准看護師学校に入
学。その後、札幌医大病院に勤務。
結婚して一女をもうける。4年前
に患者として抗がん剤治療を経験。
happy.sfukura@gmail.com

　がんと診断された患者さんはショックや不安、仕事や家庭
のことなど心配もたくさん。その上、抗がん剤治療をすると
副作用で脱毛もあり、特に女性にとってはつらいもの。実は
4年前、わたしも抗がん剤治療を体験。療養後に復職するも
闘病体験を看護にいかせず悶々としていたとき、がん患者さ
んのための美容室を静岡で立ち上げた佐藤真琴さんと知り合
い、自分のやるべきことに気付きました。わたしも脱毛で悲
しく不自由な思いをしたので、その経験を患者さんのために
役立てようと。髪の悩みが減れば闘病中だって笑えるはず！
　現在ネット等で比較的安価なウイッグの購入も可能ですが、
ウイッグは使い方やケアにコツがあります。当院の中にある
美容室では、患者さんに合わせてウイッグのカットもできま
す。脱毛に関して金銭的にも精神的にも負担が少なくなる工
夫がありますので、ひとりで悩まず声を掛けください。

病気になっても、子育てが大変でも
社会で働くことをあきらめないで！

菌床シイタケを育てています。
15センチ×20センチの円柱様
の菌床に、1センチ弱のシイタケ
の芽が1週間ほどで、直径4セン
チほどに。暗いところで光を照ら
すと、胞子が煙のようにユラユラ
と見えて神秘的。子どもには育
てたものを収穫し、感謝してい
ただくことで何か感じてほしいと
ころです。

看護師として札幌医大病院
の病棟に勤務をしています。
2013年11月から、抗がん剤
治療を受ける患者さんに対し
て、「脱毛により生じる日常生活
の困りごとを解決するためのサ
ポート」を一部の病棟で開始。
ケア帽子やウイッグの試着、脱
毛期を乗り切るための便利な
グッズやちょっとした工夫などの
情報を提供しています。

INTERVIEW

福 良 聖 子
Seiko Fukura

5:30 7:20 8:30 15:45 22:006:00 16:30 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00

17

12:00

❶

プライベートの過ごし方

現在の仕事（活動）について

起床。身じたく
朝食の用意

保育所に子ども
をあずける

帰宅。
夕食の用意

就寝

終業の後、翌日のための
準備や残務整理をする

子どもを
起こして朝食

退社して子どもの
お迎えに向かう 夕食

子ども
就寝

勤務（診療開始）
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一般企業に勤めた後、看護師
をめざして准看護師学校に入
学。18～50才代の人が勉強し
ていて刺激を受けました。最近
はエルプラザのイベントで自分
らしく生きることを追求し、挑戦
している多くの女性に会いまし
た。女性には底知れぬパワーが
あります。それがいかされる社会
は素敵だと思います。

地域でがん患者さんのために
活動されている方 と々お会いし
たいなと思っていたところ、不思
議なほどスムーズに出会えまし
た。北海道の人口の約33％、
180万人が住む札幌ですが、
行動してみると案外狭いと感じ
ます。良い方に捉えると、多職種
とのつながりの場があり、互いに
連携する意識も高まっている証
なのではないかと思います。

入院中の患者さんだけでなく、
外来化学療法の患者さんにも
脱毛に関するサポートをしてい
きたい。また、「抗がん剤治療
の体験者」として、がんや病気
になっても自分らしく生きること
を追求できる地域づくりに、「脱
毛のサポート」を切り口とした活
動を通じて貢献していきたいと
思っています。

新しいことにチャレンジしたいと
思ったら、エルプラザに足を運ん
でみるといいですよ。ロールモデ
ルカフェでは、自分らしく輝くため
に頑張っているたくさんの女性
たちに出会えます。自分の生き
方を振り返り、そして自分を見つ
め直すきっかけになりますよ。

長期治療が必要とする病気に
なった場合でも、働き続けられ
る仕組みを行政側から企業を
サポートする体制を整えていた
だきたい。治療にはお金もかか
ります。それに病気になっても自
分の居場所が社会（会社）にあ
ることが、どれほど治療の心の
支えになることか…働くことは生
きる目標にもなるのです。

未就学児がいるので部分休業
制度を利用し時短勤務をして
いますが、最近はこの制度を利
用するスタッフが増え、普通のス
タッフに負担がかかっているの
で、なにかしらの対策が必要か
もしれません。周囲に感謝しな
がら働いています。家事は手抜
きです。ただ、食事はなるべく手
料理にしています。

抗がん剤治療を受けたある女
性患者さんが、お子さんの卒業
式にはいつもの姿で出席したい
と母としての思いがありました。
そこでウイッグ・ケア帽子などを
提案。その後、患者さんはウイッ
グを使用して卒業式に出席し、
いい記念写真が撮れたとよろ
こばれていました。本当にうれし
かったです。

治療の副作用で脱毛を余儀な
くされるのは、特に女性にとって
はつらいもの。思いを傾聴し、そ
れぞれの背景に合った方法を
提案することで、患者さんの表
情がぱっと笑顔にかわる瞬間が
とてもうれしいです。家庭・仕事・
地域でできるだけ今まで通りの
生活を続けて、明るく治療に臨
んでもらいたいです。

❶ ❷

❸

活動を望む女性へのメッセージ今後の目標・展望など社会で女性が活躍することについて札幌を拠点に活動することについて

女性が活動する上で不足していること仕事と家事の両立で工夫していること忘れられないエピソード「やりがい」だと感じられること

脱毛による日常生活の困りごとをサポート

❶ がん患者さんのためのより良い地域づくりのために活動されている、同じ志をもつ諸先輩・仲間。右から美容室「美ゾオン」の
五十嵐さん、アスパラの会の引地さん、市民と共に創るホスピスケアの会の山田さん、CAN net 杉山さん、訪問看護師の鈴木さん。
今後、院内での活動を広める以外に、外では同じ志を持つ仲間や、地域の美容室と連携して、がん患者さんのためのより良い地
域づくりをめざす

❷やるべきことに気づかせてくれた、静岡の「ヘヤサプライ ピア」の佐藤真琴さん（http://team-peer.com）
❸抗がん剤の治療後。このときウイッグだったそうだが素人目ではわかりにくい
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15:008:40 19:007:00 17:0011:00 21:0013:00 23:006:00 16:0010:00 20:008:00 18:0012:00 22:0014:00 24:00

出社 退社 帰宅 就寝
起床。身じたくなど

職場へ

勤務は 17 時 15 分までだが残務処理などで退社は 18 時すぎ。プロジェクトによっては遅くなることもあるので、
なかなか前もってアフターファイブの予定がたてられないのがつらいところ

週末にスパやマッサージでゆっ
くりするのが好きですね。趣味
はミュージカル鑑賞。最近は札
幌でも常設劇場ができたりし
て、観る機会が増えてうれしい
です。

IBMにて、金融機関のITシステ
ム開発のプロジェクトマネジャー
をしています。現在は100名を
超えるメンバーのいるプロジェク
トで、お客さまによりよいシステム
を提供できるよう、プロジェクトマ
ネジメントに取り組んでいます。

1963 年、釧路生まれ、札幌育ち。
金融機関に就職し、システム部門
に所属してＳＥのスキルを磨く。
1998 年から日本アイビーエム・
ソリューションサービス株式会社
に転職。

PROFILE

　わたしが社会人になったとき、男女雇用機会均等法施行前
でした。他部署から電話で問い合わせの際、「誰か男性に代わっ
て」と言われ、仕事に自信を持ち始めたときだったので大変
ショックでした。でも、それが「がんばろう」というモチベー
ションに。これまで管理職の経験もあります。女性上司に抵
抗感はないだろうか…という迷いもありましたが、仲間のた
めにできることがあればやってみようと引き受けました。ま
ずは挑戦することが大切なように思います。
　当社で女性社長が就任後、社内状況を調査したところ管理
職の割合などで男女差があるとわかり、改善・解消をめざし
て女性社員のコミュニティを発足。IT 業界は長時間労働が問
題になりがちで、それが女性に不利になるのかもしれません。
キャリアアップ、ワークライフバランスなどに関する課題に
ついて、女性社員が考えて行動するという活動をしています。

「女性だから」と肩肘はらずに
自然体でやるのがいいいですよ

INTERVIEW

村 山 聡 子
Satoko Murayama18

❶

プライベートの過ごし方

現在の仕事（活動）について
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札幌にこだわって活動している
わけではありませんが、IBMのソ
リューション会社の中で当社は
札幌に本社をおいており、多く
の北海道のお客様にITサービ
スを提供しています。また、北海
道のお客様に最良のサービス
を提供できるよう常に情報収集
に努めています。

女性が活躍している職場は活
気があり可能性を感じられると
思います。能力を持った女性
が、その能力を充分に発揮し活
躍することは必要なはず。企業
にとってもダイバーシティ（多様
性）が競争力のあるビジネスを推
進することに繋がると思います。

現在、社内の女性コミュニティで
活動していて、いろいろな方とお
話しをする機会も増えました。そ
の中で身近なロールモデルが
少ないと気づきました。後進を
育成するとともに、わたし自身が
いい見本になれるよう励みたい
ですね。

自身の持っている能力を自覚し、
それを充分に発揮するために
何をしたらよいかを考え、臆せず
何事にもチャレンジすることが大
切。何か困ったとき悩んだとき
は、女性のネットワークも活用す
るといいですよ。

IBMは早い時期からダイバー
シティの推進に取り組んでお
り、会社の人事制度も充実。
男性が育児休職を取得するこ
とも増えています。以前よりも
女性が活躍することに対して
ハードルは低くなっていると思
いますが、男性、女性それぞれ
の意識を含めてまだ課題は多
いと感じています。

ワーク・ライフ・バランスの観点で
は、仕事に集中したいときはプ
ライベートを削ってでも集中し、
会社を離れたら仕事のことは
一切考えないようにしています。
また、抱えている仕事を整理・
再構築すると生産性があがる
ので、定期的にブラッシュアップ
しています。

以前の勤務先（金融機関）で
は、文系出身でITの知識もあり
ませんでしたが、システム部門
に所属。研修中は自分の出来
の悪さに仕事を続けられないと
思うほど。担当システムが無事
稼動してユーザーの感謝の声
を聞いて感激。ここまでITに関
わる仕事を続けています。

インフラを支える重要なITシステ
ムの開発なので、プレッシャーも
大きいですが、無事稼動したと
きの感激、お客さまからいただく
感謝はやりがいそのもの。大勢
のチームでひとつの目標に向か
い、プロジェクトを成功に導くよう
マネジメントすることも。

❷❶

活動を望む女性へのメッセージ今後の目標・展望など社会で女性が活躍することについて札幌を拠点に活動することについて

女性が活動する上で不足していること仕事と家事の両立で工夫していること忘れられないエピソード「やりがい」だと感じられること

社会のインフラを支えるＩＴシステムを開発

❶社内の女性コミュニティの仲間と
❷プライベートで旅行したときの様子
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終業は17：40だが残務整理や業務の勉強・確認などをしていると退社は19：00 ごろ。夕食は家族団らんの大切なひととき

15:008:40 19:007:00 17:0011:00 21:0013:00 23:006:00 16:0010:00 20:008:00 18:0012:00 22:0014:00 24:00

起床 出社 勤務 退社 夕食 就寝

散歩、旅行、観劇、映画鑑賞、
読書、友人との会食など。通
勤時間はもっぱら読書。最近は
（中学生程度の）英語の本を
多読しています。

1962 年、札幌生まれ。大学では
理学部化学科分析化学専攻、卒業
後は東京の会社に就職し主に食品
成分分析に従事。数回の転職を経
ながら自然環境調査の実務および
管理業務に長く携わる。現在ふた
りの息子は 27 才と 22 才になり、
子育てからは卒業。

PROFILE

　新卒で就職した会社は、２年程で出産を理由に退職。出産
退職は自らの希望でしたが、その後、離婚によって子育てし
ながら生活のために働かざるを得なくなり、その時々の生活
スタイルに応じて転職を重ねました。
　自然環境調査に長く従事しましたが、20 年前の建設コンサ
ルタント業界では女性技術者が極端に少なく、技術者として
なかなか認められませんでした。利点はすぐに顔をおぼえて
もらえること。顧客との打ち合わせなど意志疎通が求められ
る場面では和やかな雰囲気づくりに努め、本音や余談を聞か
せてもらえることもありました。
　子育てや家事を経験したことによって段取りがうまくなり、
時間内に手際よく仕事をこなせるようになったと思います。
子育てしながら働くのは大変なこと。ひとりで乗り切ること
は難しいので、苦しいときは助けを求めてみましょう。

苦しいときはだれかに助けを求めて
よき理解者や協力者を得ることは大事

2013年９月に現在の会社に
転職し、計量証明事業所とし
て分析業務を行う部門のマネ
ジメントに携わっています。水
質、大気、騒音、振動、悪臭、
廃棄物、土壌汚染、アスベスト
などの調査・分析をつうじて生
活環境の保全に寄与できると
思っています。

INTERVIEW

田原 さゆり
Sayuri Tahara19

❶

❷

プライベートの過ごし方

現在の仕事（活動）について
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自分の目標を定めたらあきらめ
ずに続けてほしい。ゆっくりでも
いいし、人と比べる必要もない。
努力は大切だけれど、たまには
息抜きもして。眉間にしわ寄せ
て怖い顔しながら頑張るよりも、
笑顔でいられる程度の余裕を
持ち、人にも優しく。

職場内保育所がほとんどない。
育児休業のように、ある期間完
全に仕事から離れるのではな
く、時短や仕事量軽減により子
育てしながら細々でも仕事を続
けられる環境が必要。出産に
よって一時的に戦力ダウンして
しまう女性に対する社会的支
援が足りない。地域社会におけ
る助けあいも足りない。

利便性が高い。知り合いが多
い。雪さえ我慢すれば暮らしや
すい気候である。

女性（特に母親）の視点が男
性中心の分野に加わることで、
幅広いニーズに対応できるよう
になると思います。現状では重
要な意志決定の場にいる女性
の数が少なすぎますが、女性
が活躍することによって改善で
きるはず。

男女の別、年齢などにとらわれ
ず、だれもがいきいきと働くこと
ができる社会になってほしい。自
分はこれからも成長しつつ、後
進の育成に励みたい。今後女
性が幅広く活躍できる世の中に
なるよう、女性にはもちろん男性
にも、自分の経験から得たもの
を伝えていきたい。

優先順位を考え、その日のうち
に最低限やらなければならな
いことだけこなす。頑張りすぎな
い、諦めも肝心。他者に助けを
求めたり、ときにはお金で解決す
ることも大切。子どもの病気など
で突然会社に行けなくなっても
最小限の迷惑で済むように、日
頃からひとりで仕事を抱え込ま
ないようにしておく。

保育所のお迎えで会議を中座
し、子ども同伴で会議に戻った
こともあります。周囲の人の理解
に助けられました。環境調査の
現場では、なるべくトイレに行か
なくて済むように前日から水分
を控えたり、大の虫嫌いなのに
草藪に入ったり、生きた魚を素
手でつかめなかったり、けっこう
泣きそうな日々 でした。

分析業務は民間からの受注が
多いため、消費者のCS（顧客
満足）がわかりやすいこと。担当
部門のマネジメントでは、労働
環境の改善やES（従業員満
足）の向上に努めることにより、
仲間の喜ぶ顔が直接見られ
る。若い世代が育っていく様子
を見るのが楽しい。

❶ ❸

❹❷

活動を望む女性へのメッセージ今後の目標・展望など社会で女性が活躍することについて札幌を拠点に活動することについて

女性が活動する上で不足していること仕事と家事の両立で工夫していること忘れられないエピソード「やりがい」だと感じられること

「身近な化学の仕事」で環境保全に寄与

❶ 1996 年「土木技術者女性の会 総会」では、働き続ける気持ちが支えられた
❷  2002 年同会の見学会。女性の坑内労働解禁前に多くの女性が工事中トンネルに入るのは

画期的なことだった
❸ 2000 年ごろ旭岳ロープウェイ姿見散策。大自然の中を散歩してリフレッシュ
❹ 1997 年ごろ建設中の忠別ダムにて。行き先を決めずにドライブすることも多い
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タイムスケジュールタイムスケジュール

起床 札幌に
戻る 就寝ワークショップのため地方へ

保育所に子どもをあずける
デスクワーク

地方でワークショップがあるときのスケジュール。その際、保育所にいるこどものお迎え等は夫と両親にサポートしても
らう。また、北海道立市民活動促進センターで市民活動相談員として週 3 回ほど活動もしている

1980 年生まれ。札幌の大学在学中
に途上国で活動している NGO と
出会い、名古屋の日本福祉大学院
へ。国際青年環境 NGO A SEED 
JAPAN で働いたあと、2006 年に
札幌に戻り、環境 NGO ezorock
事務局で働き、2010 年ファシリ
テーションをする団体「NPO ファ
シリテーション きたのわ」を設立。
http://kitanowa.jimdo.com/

PROFILE

　ファシリテーションは、会議やミーティング等で発言や参
加を促し、話の流れを整理し、認識の一致を確認すること。
これによって相互理解が深まり、組織や参加者の活性化、協
働の促進にもなります。このファシリテーションに出会った
のは 10 年前、東京の NGO 団体で働いていたとき。その後、
札幌に戻って環境 NGO ezorock の事務局で働き、会議の進
め方として用いていたファシリテーションの研修依頼が増え、
北海道のまちづくりの現場をサポートしたいという思いから、
2010 年 4 月「NPO ファシリテーションきたのわ」を設立。
今は講座やワークショップに託児を積極的に設けるなど、母
親だから気づく視点を大切に活動しています。出産や育児で
思うように活動できないこともありますが得るものもありま
す。家族がやりたいことをできる状況・環境を、対話を通し
てつくっていきたいですね。

結婚、出産、育児で視野が広がる
女性ならではの経験を大切にして

休みは週1～2回必ずつくると
決めています。その日はもちろん
息子と過ごします。それがあるか
ら仕事が楽しい。

地域のNPOや行政職員に、
ファシリテーション研修をしてい
ます。道内の市町村で条例や
総合計画をつくる際に、必要な
民意を入れる場づくり（会議や
ワークショップ）の進行。研修や
学習会の場において進行補助
や運営補佐として関わることが
できるＯＪＴ制度を設け、共に学
びあえる実践的な学習の機会
をつくっています。

INTERVIEW

宮 本 　 奏
Kanade Miyamoto20

❶

❷

プライベートの過ごし方

現在の仕事（活動）について

42



道内各地で仕事をするにあた
り、交通の要所となっている札
幌にいることは比較的動きやす
い。しかし、物理的に遠隔地に
なると動けないことも多 あ々るの
で、各地にメンバーを増やし、一
緒に成長していくことが必要だ
と感じています。

結婚、出産、育児を経験して、こ
れまで見えなかったものが見え
るようになりました。子どもを育
てていく地元のことを考えたり、
社会問題を自分事として捉える
ようなり、自分の生活や人生と
重ねて問題意識が生まれまし
た。そして同じ立場の人の苦し
みを少し理解できる。この経験
は重要で、女性の強みにもなる
と思います。

とにかくどんなに小さくても、少
しずつでも、地道に、地域の課
題を解決していけるファシリテー
ションをやっていきたい。それが
できる人を増やしていきたい。こ
れからますます多様な人たちが
集まり、力を合わせて課題を話
し合い、行動していくことが必要
になる。ファシリテーションはその
ための必要なスキルだから。

活動は星の数ほどあります（笑）。
必要としている人や団体はたく
さんある。まずは自分らしくいら
れる、自分が居心地よくいられる
ことができればいいのではない
でしょうか。わたしにとってはそ
れがいまの活動であり、仕事に
なっています。活動の使命に共
感できるとともに、自分自身を知
ることが大事かなと思います。

保育所に入れたくても入れない
時期は本当につらかった。「働
くな」と言われているかのようだ
し、子どもを育てることに孤独を
感じた。乳幼児を連れても仕
事ができる環境が欲しいもので
す。顔が見えるところで遊ばせ
て仕事や打ち合わせを済ませ
えることができるのが理想。ママ
のハローワークのようなイメージ
かな。

家族はチームです。家族間での
事前の情報共有と相談、身体
と精神の健康様態の把握、柔
軟な変更。そして、時間が足りな
いと嘆くよりも「今ある時間で力
を出し切っているか？」と自分に
問う。子どもが生まれて仕事に
費やせる時間が限られているの
は確かなので、自分に与えられ
た時間を十分に使っているかを
考えるようになりました。

2010年、前職を退職、団体設
立、結婚、引っ越し、出産。人生
の中で起こりうる大きな出来事
を1年でやってしまいました。案
外できるもんです。でも、出産し
て1年ほとんど仕事はできず、
周囲は仕方ないとやさしい言
葉をかけてくれたが、あえて厳し
く叱ってくれた人がいた。悔しく
て、情けなくて、有難くて、たくさ
ん泣きました。

ずっと市民活動をしています。
市民活動とは地域の課題を解
決し、地域をもっとよくしていくこ
と。その市民活動団体のチカラ
になれる組織でありたい。ファシ
リテーションによって話し合いの
場が変わり、前向きな話し合い
の結論がでる。それが行動に結
びつき、地域が変わっていくこと
に繋がることがやりがい。

❶ ❸

❷ ❹

活動を望む女性へのメッセージ今後の目標・展望など社会で女性が活躍することについて札幌を拠点に活動することについて

女性が活動する上で不足していること仕事と家事の両立で工夫していること忘れられないエピソード「やりがい」だと感じられること

ファシリテーションで地域課題を解決を支援

❶「NPO ファシリテーションきたのわ」総会の様子
❷ファシリテーションのワークショップの様子
❸ 環境 NGO ezorock では、主に Rising Sun Rock Festival 08・09 オルタナティブ

エリア、アースデイ EZO 実行委員会の運営などを担当
❹休日は 3 才の息子とともに過ごす
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男女共同参画社会の実現を目指して設置された札幌市の施設です
　札幌市男女共同参画センターは、女性と男性が互いにその人権を尊重し、責任を分かち合え
る男女共同参画※社会を実現するための、活動拠点施設です。

男女共同参画をテーマにしたイベントや講座を実施しています
　「男女共同参画」という漢字 6文字を目にすると、「なんだか堅苦しそうだなー」と感じてし
まうのではないでしょうか？
　札幌市男女共同参画センターでは、身近で大切なテーマであることをご理解いただけるよう
なイベント、講座を実施しています。

（※）男女共同参画社会
　世間で言われている「男らしさ」「女性らしさ」にとらわれずに、自分がしたい生き方
を選べる社会のことです。働き方や、家庭や職場での役割分担など、まだまだ男女で偏
りが見られる部分が多々あります。「らしさ」に起因する生きづらさの解消には、個人は
もちろん国や自治体レベルでの取り組みが必要です。

札幌市男女共同参画センターってどんなところなの？

イベントや講座ってどんなことをしてるの？

■男女共同参画ワークショップ
　男女共同参画の大切さを多くの
方に理解していただくため、ワー
クショップを出張形式で実施して
います。ゲーム感覚の楽しい体験
を心がけ、男女共同参画の「気づ
き」を目指しています。

■ 女性に対する暴力をなくす
　ための事業
　あとを絶たない女性への暴力
が少しでもなくなるよう、講演
会やパネル展を行います。

■子育て支援事業
　主催事業の託児や、育児中の女性や男性の学習機会の提供などにより、誰もが子育てしやすい環境づく
りを目指します。

■男性のためのエンパワメント事業
　男性が「男らしくあらねば」から離
れて、豊かなライフスタイルを選択い
ただくため、サークル事業や講演会な
どを行っています。こちらは、「男子会
@SAPPORO」の様子。

■たまりんぱ
　「たまりんぱ」は中学生・高校生が放課後に集まることので
きる居場所です。ピアカウンセラーといっしょにおしゃべりす
る時間をすごします。

知る、始める、交流する。

あなたを応援する

札幌市男女共同参画センター
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女性のための相談窓口があります
　札幌市男女共同参画センターには女性のための相談窓口があります。相談員は女性です。

相談室は相談者にとって
安全な場所です
　プライバシーは必ず守られます。また、今まで人に言えなかった悩
みを口に出しても非難されたり、責められたりすることはありません。
相談員はお話を傾聴し、問題を整理して、あなたが物事を決定できる
ように、解決に必要な情報を提供します。

3 つの相談窓口があります。
■女性のための法律相談

日 時 第 3 金　13：00 ～ 15：00
第 2 金　18：00 ～ 20：00

相 談 内 容  離婚や親権、財産分与など法律的な知識が必要な女性の悩みを弁護士の相談員がう
かがいます。問題解決に向けて法に基づいたアドバイスをしています。

相 談 方 法 面談のみ / 予約電話（011-728-1255）
相 談 員 弁護士さん

相 談 例 ・教育費の取り決めや親権交渉について聞きたい
・相続について法的な手続きを知りたい　etc．

■女性のための仕事の悩み相談

日 時 水　18：00 ～ 20：00
金　15：00 ～ 17：00

相 談 内 容
 職場での人間関係、労働条件や働き方、キャリアについてのお悩みまで女性が働く
中で抱える悩みを相談員がうかがい、自分らしい働き方を実現するためのお手伝い
をします。

相 談 方 法 面談 / 電話（011-728-1227）
相 談 員 産業カウンセラーさん

相 談 例 ・職場で不当な扱いを受けた
・パワハラ・セクハラで困っている etc 

■女性のための総合相談

日 時
月・木・土　10：00 ～ 12：00
火　15：00 ～ 17：00
※ただし第 2 火のみ　18：00 ～ 20：00

相 談 内 容  生き方や生活に関すること、家族や夫婦、恋愛や対人関係など、女性の抱える悩み
を相談員が傾聴し、ご自身でものごとを決定するためのお手伝いをします。

相 談 方 法 面談 / 電話（011-728-1225）
相 談 員 カウンセラーさん

相 談 例 ・家族との関係に悩んでいる
・離婚をするべきかどうか迷っている　etc．

ちょっと気になってることがあるんだけど相談にのってくれるってホント？
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仕事が決まらない……私らしい働き方ってないのかな？

ちょっとした集まりやイベントにも利用できるってホント？

あなたが合わせるのではなくあなたに合わせた働き方を
　女性のライフスタイルが多様化する中で、それぞれに合った働き方も同
じように多様化しています。働き方に自分を合わせるのではなく、自分に
合わせた働き方を選ぶことが大切になってきました。

「働く女性のためのキャリア支援事業」
　企業や組織の中で働く女性も、起業して働く女性も、それぞれが人生を豊かにするような働
き方ができるよう「働く女性のためのキャリア支援事業」を実施しています。

さまざまな用途でご利用いただける貸室事業をおこなっています
　女性の自立支援の一環として、活動の場を提供する貸室事業をおこ
なっています（有料）。会議やサークル活動、イベントの開催など多岐に
わたって利用いただけます。打合せやセミナーの会場として使える「研
修室」、調理を伴う活動ができる「料理実習室」、320 名まで収容可能な

「ホール」など、様々な貸室があります。くわしくは利用パンフレット「札
幌エルプラザ公共 4 施設利用案内」、HP などでご確認ください。

いつから使えるの？
　貸室の大きさによって利用を申し込むことができる期間が変わってきます。
　偶数月ごとに 2 ヶ月ずつ申し込むことのできる期間が伸びていくシステムです。
●定員 40 人以下の小さな貸室
 偶数月から３ケ月先まで受け付けています。
●定員 72 人以上の大きな貸室（ホール、大研修室、中研修室）
  大規模なイベントでの準備期間も十分に取れるよう、偶数月から6ヶ月先まで受け付けています。

■講座・研修
　生活に携わってきた女性ならで
はの視点を生かした起業に関する
講座や、女性がキャリアを形成し
ていく上で必要なスキルの習得を
目指す研修会を実施しています。

■ロールモデルカフェ
　キャリアの形成において、目標
やお手本にしたいと思うような
先輩をロールモデルといいます。
ロールモデルと出会い、想いを共
感する場「ロールモデルカフェ」
を行います。

■チャレンジ相談
　起業を目指す、または起業し
て間もない女性を対象に相談窓
口を開設します。専門知識を持っ
た女性の相談員が、あなたを応
援します。

※ 申し込み方法など、詳しくは札幌エルプラザ公共 4 施設総合案内（011-728-1222）までお問い合わせください。

たとえば 2 月～ 4 月で申し込める貸室は以下のとおりです

2 月にご予約の場合
偶数月

1 月 5 月 9 月3 月 7 月 11 月2 月 6 月 10 月4 月 8 月 12 月

大きな貸室 6 カ月先（8 月末まで）

3 カ月先（5 月末まで）小さな貸室

3 月にご予約の場合
※ 2 月と同じ

1 月 5 月 9 月3 月 7 月 11 月2 月 6 月 10 月4 月 8 月 12 月

大きな貸室 6 カ月先（8 月末まで）

3 カ月先（5 月末まで）小さな貸室

4 月にご予約の場合
偶数月

1 月 5 月 9 月3 月 7 月 11 月2 月 6 月 10 月4 月 8 月 12 月

大きな貸室 6 カ月先
（10月末まで）

3 カ月先（7 月末まで）小さな貸室
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誰かと一緒に何かを始めたい！……そんな仲間さがしもできますか？

男女共同参画にかかわる活動をしている団体や、
さまざまなサークル団体が活動しています。
男女共同参画活動団体
　札幌には多くの市民活動団体があります。活動内容はいろいろですが、その中でも「男女共
同参画社会の実現」を目指して活動している団体があります。札幌市男女共同参画センターで
は、そんな団体に登録をいただき、様々な支援※をしています。男女共同参画分野の活動団体
の連絡先等については、HP などでも公開中です。
※様々な支援

「男女共同参画活動団体支援事業」としてイベント開催のお手伝いや、広報の支援、活動の場としての「男女共
同参画研究室」の提供などをおこなっています。登録については札幌市市民活動サポートセンター（011-728-
5888）にて受け付けていますので、お気軽にお問い合わせください。

サークル団体
　札幌市男女共同参画センターの貸室では、学習会や体験会、ヨガやダン
スなど、さまざまなサークル団体が活動しています。新たな仲間、新しい
価値観に出会えるかもしれません。同じ趣味の仲間を見つけたいときも札
幌市男女共同参画センターへどうぞ！サークル団体の情報も HP などで公
開中です。

■サポーター募集中です
　札幌市男女共同参画センターでは、事業運営のお手伝いをしていただく「男女共同参画
センターサポーター」を募集しています。もちろん、お手伝いだけではありません。毎月
の例会でサポーターによるオリジナルのイベントを企画いただいたり、講師を招いて勉強
会を実施したりしています。札幌市内に居住、または勤務する方であれば、どなたでも参
加できます。

サポーターは随時募集していますので、お気軽にお問い合わせください。

地
下
鉄
南
北
線

地
下
鉄
東
豊
線

札幌エルプラザ

JR 札幌駅

北口広場

● JR さっぽろ駅北口より 徒歩 3 分
●地下鉄南北線さっぽろ駅より 徒歩 7 分
●東豊線さっぽろ駅より 徒歩 10 分
　※さっぽろ駅北口地下歩道 12 番出口直結です

所在地：〒 060-0808
 札幌市北区北 8 条西 3 丁目
 札幌エルプラザ内
電　話：(011) 728-1255
F A X：(011) 728-1229

http://www.danjyo.sl-plaza.jp

札幌市男女共同参画センター
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さっぽろ市
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25-1-140


