未来へつなげよう！
ワーカーズ・コレクティブ
北海道ワーカーズ・コレク
ティブ連絡協議会設立総会

子育て支援ワーカーズ

（構成団体数５）

川上 晶子さん（2016）

生 活クラブ 生 き活 きまつり
（現・わくわくまつり）に参加
第 1 回 ワーカーズ・コレクティブ
まつり開催＠第 1 センター
連絡協議会事務所開設
＠ゆうゆう館（白石区）
初のたすけあいワーカーズ設立
（構成団体数 23）
朝倉まみ
手話チャリティーコンサート開催
（構成団体数 29）
女性センターワークショップ
参加「起業しましょ」
札幌市就労支援事業を受託。起
業家講座「あなたらしく働きま
せんか」スタート。札幌市元気
活動プロポーザル事業を受託。
起業家講座「仲間を集めて思い
を形に」開催。会員研修 映画
「自転車で行こう」上映
（構成団体数 31）
札幌市委託事業 女性の
ための起業講座「あなた
らしく働きませんか」開催
「協同出資・協同経営で
働く協同組合法」署名や
意見書提出活動
（構成団体数 34）
国連が定めた国際協同組合年
「協同組合地域貢献コンテスト」
で WNJ として最優秀賞受賞
「共同連全国大会 in 北海道」実
行委員会（主催：共同連）に参加。
「生活困窮者自立支援法を考える
市民の集い」
（主催：北海道社会的
事業所支援機構）協賛。
（構成団体数 32）
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時 間を
子 育 て中 の 自 分 が、 働く
調 整で き
自分 の 都 合 に 合 わ せて
。
るところがありがたいです

ワーカーズ・コレクティブニュース
第 1 号発行
第 1 回 ワーカーズ・コレクティブ全国会議
in 埼玉参加

食のワーカーズ

「みんなで実現！ ワーカーズ協同組合法〜レイドロウ
報告 30 周年・60 年ぶりの協同組合へ」参加＠東京
北海道ワーカーズ・コレクティブ連絡協議会
25 周年を祝う会
第１部「ワーカーズが担う社会的役割と価値」
講師：花田昌宣さん
第２部 イタリア映画「人生ここにあり」上映
「たすけあい人材育成講座」開催
北海道ワーカーズ・コレクティブ連絡協議会
30 周年記念行事
「小さな起業で楽しく生きる ワーカーズ・
コレクティブ展 in チ・カ・ホ」開催

を見せてきました。ベテラン勢の豊かな経験と実績に、
若手の新しい知恵と力を加えて、
これからも「もうひとつ
の働き方」が広がっていくことを願っています。
Wish 編集委員 岡田 光子

子育て支援ワーカーズ

ともに

たすけあいワーカーズ エルサ

三浦 雪穂さん（2014）

丸屋 千乃さん（2014）

保育やその思いなどいろいろな事

仲間と共に地域に目を向け、

を他のワーカーズと共有して、つな
がっていけたらよいと思います。

地域で共に生きる福祉を目指
す事にやりがいを感じます。

食のワーカーズ なず菜

おかずや花

森浦 久美子さん（2013）
それぞ れが自 分ので きることを
考え、個性や力を精一杯出し合っ

り慣れるのに時間がかかりましたが、

ているところが好きです。

メンバーが丁寧に教えてくれました。
私にはかけがえのない居場所です。

たすけあいワーカ
ーズ むく

館ケ澤 浩子さん（20
12）

利 用 者さん に「
ありがとう」
と言われると、 や
りがいを感
じます。地域サロ
ンでイベン
トをしてみたいで
す。

たすけあいワーカーズ

こころ
広瀬 香苗さん

第 6 回 WNJ 全国会議 in 北海道開催

札幌市委託事業 女性のための起業講座
「あなたらしく働きませんか」開催

超えるほどに成長しました。ワーカーズという組織が大き
くなっていくにつれ、
それぞれの会の活動も様々な広がり

60 歳で入会しました。仕事を覚えた

「もうひとつの働き方 ワーカーズ」パネル展開催
北海道ワーカーズ・コレクティブ連絡協議会
15 周年記念講演「私の選択 私の自立 私の未来」
講師：上野千鶴子さん

ワーカーズニュース Wish 第 1 号発行
北海道ワーカーズ・コレクティブ連絡協議会
20 周年記念行事
講演会「地域が舞台・主役はワーカーズ」
講師：天野正子さん
土田英順ロマンティックチェロコンサート開催

ワーカーズ・コレクティブ。今やその会員数は 500 名を

小澤 順子さん（2012）

北海道ワーカーズ・コレクティブ
連絡協議会 10 周年記念行事
「ワーカーズ・フォーラム」開催。テー
マは「自立した市民による市民事業とは」

札幌市就労支援事業を受託。
起業家講座「あなたらしく働きませんか」開催

べりぃべりぃ

産声をあげてから 30 歳になり、壮年期を迎えた北海道

子育て支援ワーカーズ

ぐるんぱ
佐藤 泰子さん

（2004）

ワーカーズの活動は、「自分たちの
ヤル気と行動力にかかっている」と

（1995）

食のワーカーズ レラ

経験の差こそあれ、皆が同じ目線

髙橋 理絵さん（2014）

実感します。

で意見をたたかわせることができる

働き始めて３ 年ほど経っ

たので、
これからは頼られ
る存在になりたいです。
業務請負・組み込み

ぱる

政田 敦子さん
（2009） （写真左）
会の仕事全体にかかわれるところにや
りがいがあります。組合員に確実に消
費材をお届けするべくがんばります。

たすけあいワーカーズ

ふたごの木

のがワーカーズの魅力。
（ ）内は入会年

送

業務請負・戸別配

LaLa スマイル DO
（2009）
櫻井 亜希子さん

と話 を するこ
幅広い年代の方
あり、仕
日々新しい発見が
とで、
じています。
事にやりがいを感

たすけあいワーカーズ ふわっと

谷川 礼子さん（1998）

山口 智子さん（2015）

地域に必要なことを自分達で起業す
るの
は、かっこいい。運営の大変さを共
有し
ながら会を作りあげていくのは面白
い。

運営に関して発言の場があるこ
とや、「困ったときはお互い様」
という温かさが大好きです♡

ワーカーズコレクティブ

えこふりぃ
宮本 民さん（2013）
変える変えな い、 良くなる悪く

なる全てが自分たち次 第なとこ
ろが大変であり楽しい。

プランズ EPO
脇田 輝美さん（2010）

編集・企画

子育て中でもそうでなくても、
たすけあいながら仕事を回して
いけるところがいいですね！
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