
実践報告 「着物の再生とシニアの手仕事が、子どもと高齢者の居場所を育む」
（北海道恵庭市）

NPO法人陽だまりの家
理事長

古山 明美 氏
（北海道恵庭市）

皆さん、こんにちは。北海道恵庭市から
参りましたNPO法人陽だまりの家の古山
と申します。本日は、『着物の再生とシニア
の手仕事が、子どもと高齢者の居場所を育
む』実践について報告をさせていただきま
す。

Ⅰ．活動助成対象地域の概要

恵庭市は、北海道の札幌市と新千歳空港
のちょうど中間にある人口7万人の小さな
街です。北海道の中では珍しく、ここずっ
と人口が増えております。つい最近7万人
を超えました。札幌のベッドタウンという
面と環境、新千歳空港から近く、自然があ
り、花の街であり、非常に移住者が多い街
とも言われています。そのような中で、こ
の街の特徴は、中心部がないということで
す。2つの街が合体して間に新興住宅地が
できたという、ソーシャルワークをする時
にはどこに焦点をあてていくのかが、非常
に問われる街です。

Ⅱ．活動目的
私達のNPO法人は、「地域の福祉制度の
谷間にある方達の小さな声を大切にしよう、
実現しよう」という方針でした。先程も見
たように、恵庭市は高齢化率が全国平均、
北海道の中では低く、若い街というように
言われてました。そのため、恵庭の中では、
先程の白澤先生のお話にもあったように、
超少子高齢化に対してどうしていこうかと
考えた時に、なかなか市民の中の声が上が
りづらい街でもありました。私達の中でこ
の恵庭の見えづらい超少子高齢化への対応
をどうしていったらいいのかを話し合って
る時に、この着物の話題が出たのです。「着
物を今着る人がいなくなった」「捨てる人が
出てきている」「それどころか無料自宅査定
ということで悪徳業者が自宅に入り込んで
トラブルが起きている」。地域の困りごとと
して話が上がってきました。私達はそうい
うことへの対応も考えて、着物を寄贈して
いただけないだろうか。元気な高齢者は花
嫁修業で裁縫をされていた方が多いから、
昔取った杵柄を活かしてもらえるように着
物工房を作るような活動を提案したらどう
だろうか。私達はひきこもりの若者を「働
いてない若者」と表現するのですが、彼ら
にも参加してもらえないだろうか。せっか
く作ったのだから売ろうよ。できるだけ福
祉バザーじゃなくてちゃんと商品として売
りたいよね。売り上げをその参加者の収入
になるようにしたい。購買意欲に繋がるよ
うに子どもへのチャリティを謳ったらどう
だろうか。作り手のやる気にもなるよね。
というような論議を経て、着物で子どもた
ちを応援するチャリティ活動「きものプロ
ジェクト陽（よう）」が誕生しました。
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この活動は子どもへのチャリティ、高齢
者の生きがいの場、高齢者や働いてない若
者の新しい収入の方法、ひきこもりと言わ
れている働いてない若者の社会参加の入り
口を作り出す活動等を提案し、地域の様々
な課題の解決へつなげていく活動になると
考えました。

Ⅲ．活動内容と成果
1．活動成果
最初に、助成期間中の成果をまとめてみ
ました。助成をいただいた『きものプロジ
ェクト陽』の活動では約2年半で274万円の
売り上げでしたが、見ていただいたら分か
るように、最初の年は入り口で、2019年、
本格的に始めた時に、大きな収益が上がっ
てきて、これで助成後もいけるなと思った
瞬間でした。2020年1月。さっぽろ雪まつ
りを皮切りに全国よりも早くコロナが襲っ
てきました。

売り上げは大きく減りました。しかし、
一番右端を見ていただきたいのですが、ボ
ランティアの参加人数は年々増えておりま
す。高齢者ですので、毎年参加はしても途
中でやめる方はたくさんいらっしゃるので
すが、それでも増え続けていたという面が

ありました。

2．活動の柱①「子どもの居場所」
私達NPO法人陽だまりの家の活動は、こ
の青の所の子どもの居場所を皮切りにスタ
ートし、高齢者の居場所、働いていない若
者の居場所、そして障がいのある方たちの
参加へと広がっていきました。

子どもたちの居場所は、この最初の年
2017年度の4月から週1回水曜日に小学生、
中学生が集まって、恵庭市の委託も受けて、
子どもたちの学習支援、子ども食堂、なに
よりも遊び場ですね。子どもたちらしく遊
べる場所の提供を行ってきました。同時に
中学生、高校生の学習支援も開始しています。

見ていただいたら分かるように、コロナ
前が真ん中の写真です。子ども食堂でも、
勉強でも、遊びでも、テーブルを囲んで子
どもたちとわいわいと賑やかに楽しくやっ
ていました。しかし、右側の写真のように
コロナが始まってからは、テーブルを壁や
窓に向けて横並び、ごはんの時もアクリル
板をはさむというように、非常に悲しかっ
たのですが、子どもたちはそれでも集まっ
てきました。でも、それだけでは寂しいし、
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何よりも今、テレビっ子過ぎてテレビゲー
ム世代と言われている中で、私達はテレビ
ゲームならぬテーブルゲームをすごい大切
にしています。本当は密なのでよろしくな
いとは思いますが、短時間でもみんなでゲ
ームを囲んで熱中する、子どもらしく、大
人も一緒に楽しめる場を居場所として大切
にしています。

3．活動の柱②「高齢者の居場所」
次の、陽だまりの家の活動の柱が、高齢
者の居場所でした。

最初は、陽だまりサロン、地域食堂とい
うように月1回の集まりを行なっていまし
た。その時に、先程の白澤先生の話にも出
てきました百歳体操を私達も行なっていま
した。地域食堂も行いました。集まった人
達で、バザーを作る、バザーをやる小物作
りをしていたのが、この後の『きものプロ
ジェクト陽』に広がっていきます。
もう1つ右側を見ていただきたいのです
が、介護予防デイサービスにも実は取り組
んでいます。1年目の月1回の活動で、元
気な高齢者の方達が、何かに参加したいと
いうニーズがあるということは、実際に活
動しながら肌で感じていて、市内の地域包
括支援センターや、行政の方とも十分に打
ち合わせをして、「アクティブシニアハウス
陽だまり」という介護予防デイを行ないま
したが、残念ながら利用者は現れませんで
した。包括のケアプラン作っていただけず
に、1名の参加があっただけで私達として

は休止に入りました。
様子としては、このように写真に表しま
した。

上の段の左側から地域食堂で、私達スタ
ッフ手作りのごはんをみんなで食べたり、
介護予防デイの利用者の方に裁縫をしてい
ただいたり、いきいき百歳体操、地域サロ
ンでは、男性の方も参加いただき、ひまわ
りの造花を使ったカレンダー作りを行ない
ました。
下の段では、世帯間交流として、かまく
らを高齢者の方に作っていただき、子ども
たちがそり遊びに興じ、この後に甘酒とお
しるこを地域のご婦人方に作っていただき
ました。これも1回で終わり残念でした。
真ん中の写真は着物のうちわ作りで、こ
の着物を使った小物作りをこのように進め
ていました。右側はかぼちゃ磨きですが、
恵庭の農産物の特産品「えびすかぼちゃ」で
す。地域の農家の方から、「このかぼちゃの
収穫時にかぼちゃ磨きを手伝ってほしい」
との要望から、地域の高齢者の方やうつ病
で職を失った女性の方が仕事の準備にした
いと希望があり、参加していただきました。

そして、これを、今の高齢者の居場所の
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バザーで小物作りをしていたことから発展
し、先程のNPOの会議でもあったように、
『きものプロジェクト陽』の活動が始まり
ます。

4．きものプロジェクトの活動
2018年に日本生命財団の助成を受けて、
実際に行なっていた活動風景です。

上の段の左端から、これが日常の活動で、
私、61才なのですが、この場では一番の若
造と言われております。80代の元旅館の女
将さんを筆頭に、色々な方達に参加してい
ただきました。特に、この1枚目の右側の
窓に向かってミシンが見えると思いますが、
これは工業ミシンです。着物、正絹とか帯
は、普通のミシンでは縫えないのです。助
成金をいただいて購入させていただいたこ
の工業ミシンが、本当に大活躍です。2枚
目のところがオンラインで、うちわ作りの
講習会をボランティアで行なっているとこ
ろです。この活動には、若者がいないとこ
のオンライン活動は作れませんでした。私
は、こういうものに疎いものですから、コ
ンピューターとかオンライン環境を得意と
する若者に参加していただいています。
下の方には、市内のイベント会場で市民
向けに、がま口講習会を開いたり、または
右下のように、陽だまりの家に集まってい
ただいて、作品作りなどを進めておりまし
た。ただ、この若者も中3の時にひきこも
りになり、高校にも行くこともなく、自宅
にいらっしゃった方が、社会に出たいと思

い、市内の保健センター、市に依頼され、
私どものところでお仕事の練習をしていま
す。一番左端の子は北海道大学を卒業して
一流企業に就職しましたが、うつ病で退職
され、今は療養中ですが、とても高いオン
ライン技術を活用して、才能を発揮してい
ただいています。

こちらは販売会の風景です。先程申し上
げたように、福祉バザーではなく、販売を
確立したいという思いがありましたので、
一番左端から、新千歳空港国際線のお土産
屋さんの小笠原商店さんで、インバウンド
向けのお土産品を販売していました。市内
の活動も大切にしておりますので、恵庭市
のフレスポと岡本書店さんで、毎月1回の
イベントを行なっております。
下の方の段ですが、これが去年、今年と
行なっていますが、札幌駅にあるビルでの
販売会の場所を何個か確保しております。
特に真ん中の札幌ドーム。今度新庄監督が
来て、北海道民は盛り上がりますが、ここ
で、モノヴィレッジという大きなイベント
があって、ここに参加させていただいたこ
とで、ほかのイベント会場とか、ほかの雑
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誌とかメディアからの取材が増えました。
これはとても大きな転機でした。そして、
今では右端のヴィレッジストアさんでの販
売を行なっています。

私達の「きものプロジェクト陽」の作品
は、着物を愛（め）でる、纏（まと）う、
そして、暮らしで使うというコンセプトを
大切にしています。

モノヴィレッジに出たことでクロワッサ
ンという人気女性誌にも載せていただきま
した。

そして、NHK北海道の「ほっとニュース
北海道」でも、私達の活動を紹介していた
だきました。このニュース番組のプロデュ
ーサーが、ヴィレッジストアの販売を偶然
見に行ったことがその後の販売促進につな
がっています。

5．コロナ禍での活動・対応
私達の「きものプロジェクト陽」の歩み
とコロナ感染という視点でお話しますと、
最初は本当に順調でした。インバウンド向
けの販売も行いましたが、そこで現れたの
がこのコロナウィルスです。

この右上の写真ですが、新千歳空港の国
際線ロビーで、シャッターが下りておりま
す。唯一開けているのが小笠原商店さんで
す。
販売会が開催できなくなりましたので、
私達はオンライン販売を始めました。ボラ
ンティアが集まれなくなりましたけども、
在宅ボランティアやオンラインボランティ
アの活動を始めました。販売再開に向けて、
今が力の貯めどころと思って、商品開発や
新しい作成者の発掘に届きました。その後、
先程のような活動につながっております。
ANAクラウンプラザホテル千歳のオフィ
シャルパートナーになったことで、地域や
企業からの信頼を得て、また、地域には町
内会への回覧をこの3年間1か月も欠かさ
ずに、町内会の回覧を使っています。女性
層にはクロワッサン、NHKニュースでは全
道の方に知っていただき、今はメルカリ寄
付の対象となり、若者への発信を強めてお
ります。
新型コロナ感染対策では、北海道は全国
より早く感染が始まりましたので、いち早
く新北海道安全宣言に参加し、北海道のホ
ームページにも取り上げていただきました。
活動は、新規ボランティアは止めましたが、
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これまでのボランティアは、私が変化に気
づけるので継続しました。そして、子ども
たちの居場所も、よく分からない感染だっ
たので、1回だけお休みと市から頼まれま
したが、すぐに子どもの居場所を再開し継
続いたしました。このコロナ感染で、非常
に打撃を受けた時に、日本生命財団の助成
があったということが、この活動を続ける
力になりました。

陽だまりの家は地域の皆さんとのつなが
りで活動を続けています。その中心に、こ
の「きものプロジェクト陽」があります。

残念ながら時間がもうないので、私達は
高齢者のシームレスな働き方の模索を掲げ
てきましたが、図らずもコロナ対策の方に
力が入ってしまいました。

Ⅳ．学んだこと・大切にしていること
陽だまりの家が学んだこと、大切にして
いることは、介護予防には「私はまだ早い」
と断られますが、ボランティアをお願いす
ると「役に立てるのなら」と参加する方が
いるのです。ひきこもりの集まりには参加
しないけど、仕事の手伝いを頼まれたら、
「やってもいいかな」と来る若者がいるの
です。

要介護者は、ひきこもり等の弱者のレッ
テルは貼られたくないが、今の自分、その
ままで生きがいを探している人達がいます。
社会課題、高齢化やフレイルやひきこもり
やコロナ困窮者は、背景において、一人一
人のニーズ、人に会いたい、役割を果たし
たい、仕事が欲しい、安心が欲しい、障が
いはあってもそのまま生きていきたい等の
ことを、全面に掲げて私達は取り組んでい
ます。これを支えるのは福祉の専門職がい
ることです。社会や地域の課題と地域の一
人一人をつなげる視点が大切だと考えてい
ます。福祉の支援を嫌がる人も助けていま
すので、助けてあげる福祉ではなくて、あ
るがままの生き方を尊重する福祉が地域の
中では必要なのではないかと強く感じます。
「きものプロジェクト陽」が結果として、
街の中の人々をつなげていき、誰もが暮ら
しやすい街づくりにつながっていけばと思
って、これからも活動を進めていきたいと
考えております。ご清聴ありがとうござい
ました。
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（司会）それでは、只今ご報告いただきま
した活動につきまして，法政大学教授、宮
城孝先生よりコメントいただきます。宮城
先生宜しくお願いいたします。

（宮城 孝氏 法政大学現代福祉学部教授）
古山さん、大変にお疲れ様でした。陽だ
まりの家の「きものプロジェクト」のアド
バイザー担当として、最初に本プロジェク
トが軌道に乗り始めた矢先の、先程古山さ
んからご報告ありましたけども、2020年の
春先から今日まで、コロナ禍において様々
なご苦労があったことかと拝察をいたしま
す。参集、対面型の活動が大きく制限され
る中で、オンライン販売や担い手を在宅オ
ンラインボランティアに切り替えるととも
に、コロナ禍において、孤立しがちな住民
の支え手として存在感を発揮されたことに
心から敬意を表したいと思います。地域の
中で、新たに人と人を結ぶ場としての居場
所やサードプレイスの意義が注目される中
で、陽だまりの家の活動には3つの点で独
自性や他の活動の参考になる点があると考
えます。
1点目には、活動参加者である高齢者や
ひきこもりの人をただ単に対象者として捉
えるのでなく、活動の担い手としてその人
が潜在的に持つ意欲や力に焦点を当てると
いう点であります。福祉関係者は、ともす
ると支援という視点になりがちですが、陽
だまりの家が目指すように、社会の担い手
として地域に参加の場を作り出すことが、
私は今後ますます必要であるというふうに
思います。
2点目には、日本の伝統文化である着物
をリユースし、商品化するという資源の再
利用という点からも社会的に意義がある活
動であると考えます。一般に販売するため
には、商品価値を高めるとともに、販売網

を確立していく必要があります。各所での
販売会の実施やANAのクラウンプラザ千
歳のオフィシャルパートナーに認定される
など、相当の努力をされております。コロ
ナ禍において、インバウンド需要はなくな
りましたが、大規模販売会への参加を通し
てオンラインによる販売の促進など、リス
クへの対応にも非常に努力されたことを高
く評価したいと思います。この商品の販売
と、子どもの居場所やひきこもり状態にあ
る人の活動を両立させることはなかなか苦
労が多いのではないかと推察します。今後
の活動の中長期的な展開のあり方について、
運営委員会、理事会などでまた更に十分に
協議されたらよろしいかと思います。
第3に、様々な背景を持つ住民が交流す
る地域の居場所としての意義です。古山さ
んから紹介されたように、恵庭市は人口が
増加している札幌市の近郊の都市です。北
海道の中でも高齢化率は低い地域でありま
す。この地域の中でコロナ禍は様々な人に
大きな影響を与えたと考えられます。子ど
もやひきこもり状態にある人、高齢者など
が、地域の居場所として安心して他の人と
関係を作ることができる居場所として、地
道に地域の様々な関係者の理解と協力を得
て更に広く定着していくことを願っており
ます。本当に大変なご苦労をされたと思い
ます。大変にお疲れ様でした。
私のコメントは、以上で終わらさせてい
ただきます。ありがとうございました。
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