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「白石でっち奉公」を実施するにあたり、上記企業・施設・団体等の皆さまに受け入れのご協力をいただきました。
心よりお礼申し上げます。

「白石でっち奉公」事業受入先一覧
アサヒビール株式会社 北海道工場
あじさい館東札幌
アトリエチャコ
池田食品株式会社
イタリアントマトケーキショップ イーアス店
医療法人菊郷会 札幌センチュリー病院
医療法人共栄会 札幌市こぶし館
医療法人共栄会 白石生活相談室なかにわ
医療法人社団同仁会 長野病院
医療法人 白石中央病院
医療法人信佑会 吉田記念病院
医療法人徳洲会 札幌徳洲会病院
医療法人 東札幌病院
王華
大岡産業株式会社 札幌ゴルフセンター
大谷地たかだ保育園
小見翠晃園
介護付有料老人ホーム あさひガーデン
介護付有料老人ホーム みのり米里
介護老人保健施設 生きがい
介護老人保健施設 コミュニティホーム白石
海天丸 北郷店
ガスト 札幌本郷通店
株式会社アイビック ダスキン白石東支店
株式会社井関楽器
株式会社エルドール 札幌本店
株式会社大室洗染所 白石工場
株式会社オストケアサービス
　グループホームいきいき
株式会社札幌タック自動車
株式会社ジェイコム札幌
株式会社白石ゴム製作所
株式会社清美
株式会社東光ストア 白石ターミナル店
株式会社東光ストア 南郷18丁目店
株式会社日浦
株式会社ホクトスポーツ
株式会社北海道理美容企画 7丁目夢ワールド
株式会社ホンダカーズ札幌中央
株式会社ヤマハミュージック北海道 札幌店
株式会社ラルズ スーパーアークス菊水店
カレーハウスCoCo壱番屋 白石区北郷三条店
菊水すずらん保育園
菊水小さな動物病院
菊水元町保育園
北郷すずらん保育園
北郷ピノキオ保育園
北白石保育園
北日本石油株式会社 ローズアベニュー白石
きたのさと動物病院
北の星白石保育園
北の星東札幌保育園
勤医協デイサービスセンター 花りん荘
勤医協デイサービスセンター 花さか荘
勤医協老人保健施設 柏ヶ丘
くすみ書房 大谷地店
クスリのツルハ 白石店
グループホームあさひの家
グループホームいきがい２
グループホームまいホーム川北
幌東幼稚園
財団法人札幌市公園緑化協会 川下公園
財団法人札幌市公園緑化協会 川下リラックスプラザ
財団法人札幌市職員福利厚生会
財団法人北海道労働保健管理協会
札幌インター自動車学校
札幌市青葉保育園

札幌市厚別図書館
札幌市菊水乳児保育園
札幌市菊水元町児童会館
札幌市菊水元町地区センター図書室
札幌市菊水やよい児童会館
札幌市北白石地区センター図書室
札幌市職員共済組合健康管理センター
札幌市白石温水プール
札幌市白石区体育館
札幌市白石区土木センター
札幌市白石区保育子育て支援センター
　（ちあふるしろいし）
札幌市白石区民センター運営委員会
札幌市白石区役所
札幌市白石消防署
札幌市白石東地区センター
札幌市白石東まちづくりセンター
札幌市青少年科学館
札幌市中央図書館
札幌市東札幌児童会館
札幌市東札幌図書館
札幌市東札幌保育園
札幌市東白石保育園
札幌市東白石まちづくりセンター
札幌市民防災センター
札幌白樺幼稚園
札幌市立大谷地小学校
札幌市立きくすいもとまち幼稚園
札幌市立東川下小学校
札幌総合動物病院 北郷病院
札幌トヨタ自動車株式会社 白石支店
札幌トヨペット株式会社 白石店
サンクス 南郷店
サンクス 東札幌店
サンピアザ水族館
システムサービス株式会社
社会医療法人北楡会 札幌北楡病院
社会福祉法人愛和福祉会 南郷保育園
社会福祉法人札幌光明園 まこと保育所
社会福祉法人扶桑苑 柏葉保育園
社会福祉法人北都福祉会 北都保育園
JOY 白石店
昭和マテリアル株式会社
白石興正保育園
しろいし幼稚園
スイートデコレーション なんごう店
スーパースポーツゼビオ 新さっぽろ店
生活協同組合コープさっぽろ 川下店
生活協同組合コープさっぽろ 北郷店
生活協同組合コープさっぽろ ルーシー店
清宮純税理士事務所
セブンイレブン 札幌白石中央１条店
セブンイレブン 東札幌５条４丁目店 
総合学園 ヒューマンアカデミー
そばや天寿庵
第一興産株式会社
高橋動物病院
TSUTAYA 南郷13丁目店
ツルハドラッグ 大谷地店
ツルハドラッグ 北郷４条店
ツルハドラッグ 白石本通店
デイサービスセンターあずましっ処
デイサービスセンターみのり東札幌
天然酵母のパン e-Satake
特定非営利活動法人 Ｒe～らぶ
特別養護老人ホーム 平成苑デイサービスセンター
特別養護老人ホーム ルミエール

独立行政法人国際協力機構札幌国際センター
　(ＪＩＣＡ札幌)
トヨタカローラ札幌株式会社 ジョイック南郷通
とんでん 南郷店
冬冬
なごやか亭 栄通20丁目店
南郷の湯
肉の割烹 田村  菊水元町店
ネッツトヨタ札幌株式会社 白石店
ネッツトヨタ札幌株式会社 プラザあつべつ
はな華
東白石雪ん子保育園
びっくりドンキー 白石中央店
ピッコロ東札幌園
楓漣
福八
プリティドッグ
プリンセスファーム（倉知様）
Hair・Room－ヴォワル
ペットタウン テン・テン アリオ店
ホーマック 菊水元町店
北門信用金庫 白石支店
北雄ラッキー 菊水元町店
北雄ラッキー 白石ターミナル店
北開工営株式会社
北海道銀行 流通センター前支店
北海道札幌方面白石警察署
北海道新聞社
北海道日産自動車株式会社 白石店
北海道林産燃料生産協同組合
ホテルアセントイン札幌
ホテルルートイン 札幌白石
本郷幼稚園
Honda DREAM 札幌
誠寿司 本店
マコト動物病院
マックスバリュ 東札幌店
みさや菓子舗
みずほ美容室
やきとり元太
焼肉バイキング ウエスタン 北郷店
藪北蕎麦 守田屋
有限会社市川クリーニング商会
有限会社ASコンサルタント グループホーム弥生
有限会社ケント
有限会社鐘屋 フローリスト彩花
有限会社テラキ生花店
有限会社花の紫紅堂
有限会社丸英札幌映像社
有限会社丸高ドライクリーニング
郵便事業株式会社 札幌白石支店
洋服の青山 東苗穂店
横山食品株式会社
読売新聞北海道支社
ライラック
ラパウザ小麦の家 白石環状通店
ル・シード
Routien
ロイトン札幌
ロイヤルホスト 白石店
ロイヤルホスト 南郷店
ローソン 札幌白石中央1条店
ローソン 札幌白石中央店
ローソン 札幌米里２条店
ワーカーズコレクティブ えこふりぃ
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白石区ふるさと会　　　札幌市白石区

白石でっち奉公

闘記奮
平成
２４年度



2 平成２４年度 白石でっち奉公 3

子どもワンダーランド白石区ふるさとまつり 月寒川にぎわい川まつり 白石区中学生の主張発表会

白石でっち奉公は、小・中学校の児童・生徒が、実際に就労体験をする事業です。

昔の子どもたちにとって、親など地域の大人の働く背中を見たり、大人に叱られたりほめられ
たりしながら成長することは、ごくあたりまえのことでした。
次代の白石を担う子どもたちに、地域で働くことを通して、学校や家庭ではできない体験をさ

せてあげたい。働くことの大切さや楽しさ、ふるさと白石の良さを知ってほしい。そのような思
いから「白石でっち奉公」は誕生しました。

平成１３年に白石区ふるさと会の主催で始まったこの事業は、「地域で子どもたちを育てよう」
という趣旨が広く受け入れられ、現在は白石区ふるさと会と白石区が区内小中学校と協力して実
施し、１０校1,516人の児童・生徒が参加する事業に成長しました。

いつもは学業が本分の子どもたちですが、「白石でっち奉公」では働くことに挑戦。地域のお
店や公共施設などで、意欲的に仕事に取り組みました。この冊子は、いつもより少しだけ背伸び
して、大人の世界を垣間見た子どもたちの奮闘記です。

なお、この取り組みが子どもたちの「キャリア教育」の充実に功績があると認められ、白石区
ふるさと会は、平成２４年度「文部科学大臣表彰」（文部科学省）及び「キャリア教育推進連携表
彰」奨励賞（文部科学省、経済産業省）を受けることになりました。この場をお借りして皆さま
に厚くお礼申し上げますとともに、引き続きご支援、ご協力をよろしくお願いいたします。

【 参加校・実施日 】

　　　　　米里中学校　　　 2年生　　 7月10日
　　　　　東札幌小学校　　 6年生　　 9月 6日
　　　　　南郷小学校　　　 5年生　　10月10日
　　　　　白石中学校　　　 2年生　　10月17日
　　　　　日章中学校　　　 1年生　　11月 2 日
　　　　　北都中学校　　　 2年生　　11月 8 日
　　　　　北白石中学校　　 2年生　　11月 9 日
　　　　　柏丘中学校　　　 2年生　　11月15日
　　　　　東白石中学校　　 2年生　　11月28日
　　　　　幌東中学校　　　 2年生　　11月29日

【 参加者数 】 　区内小中学生　　　　　　　　 1 ， 5 1 6人
【 受 入 先 】 　区内企業、団体、施設等　　　　　 1 9 6 社
【 主　　催 】 　白石区ふるさと会・白石区

白石区を人情味あふれる素晴らしいまちに育てていくことを目的として昭和
51年 3 月に設立された団体で、区内の町内会や各種団体、企業などの団体会員
と個人会員で構成されています。
毎年夏に開催される白石区ふるさとまつりや月寒川にぎわい川まつりのほ
か、白石でっち奉公、白石区中学生の主張発表会、子どもワンダーランドな
ど、さまざまな事業を実施しています。
また、各地区の文化・体育事業、青少年健全育成活動への助成なども行い、
白石区のまちづくりを支えています。

米里中学校………………… ４ ― ５ p
●きたのさと動物病院
●くすみ書房 大谷地店
●プリンセスファーム（倉知様）

東札幌小学校……………… ６ ― ７ p
●特別養護老人ホーム ルミエール
●セブンイレブン 東札幌５条４丁目店
●プリティドッグ

南郷小学校………………… ８ ― ９ p
●（株）エルドール 札幌本店
●（株）ラルズ スーパーアークス 菊水店
●札幌市青少年科学館

白石中学校…………………10 ― 11p
●北門信用金庫 白石支店
●アサヒビール（株） 北海道工場
●（株）ヤマハミュージック北海道 札幌店

日章中学校…………………12 ― 13p
●北の星東札幌保育園
●（株）白石ゴム製作所
●（財）札幌市公園緑化協会 川下公園

北都中学校…………………1４ ― 1５p
●ホテルアセントイン札幌
●医療法人菊郷会 札幌センチュリー病院
●（株）ホクトスポーツ

北白石中学校………………1６ ― 1７p
●Honda DREAM札幌
●焼肉バイキング ウエスタン 北郷店
●札幌市白石消防署・札幌市民防災センター

柏丘中学校…………………1８ ― 1９p
●札幌市菊水やよい児童会館
●札幌市白石温水プール
●生活協同組合コープさっぽろ ルーシー店

東白石中学校………………20 ― 21p
●（独）国際協力機構札幌国際センター
　（ＪICA札幌）
●南郷の湯
●スイートデコレーション なんごう店

幌東中学校…………………22 ― 23p
●札幌トヨペット（株） 白石店
●札幌市白石区体育館
●札幌市白石区役所

白石でっち奉公

平成24年度白石でっち奉公　実施概要

【 白石区ふるさと会 】
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一般診療に加え、皮膚科の専門的な診療を行なってい
る「きたのさと動物病院」には市内や近郊はもとより、
十勝や北見などから来院する患者さん？も多いとか。そ
んな専門科を備えた動物病院に、ペットが大好きという
女子生徒 ７ 人が訪れました。

最初に、院長先生から動物に接するときに注意すべき
点や病気のことなどをわかりやすく説明していただいた

後、実際に皮
膚病を患っている犬の診察を見学しました。

「診察中、犬にストレスをかけないようにやさしく声
をかけ続けたり、飼い主さんにもできるだけ心配をかけ
ないよう、丁寧に病気の説明をする先生の姿が印象的で
した。」と感激の面持ちの ７ 人。隣の部屋では、専門の
スタッフの方が犬のトリミング中。やさしく言葉をかけ
られて、犬も気持ちよさそうにしています。

「先生やスタッフの方から、治療には人と同じ種類の
薬を使っていることや、ペットには愛情が一番の薬であ
ること、日頃からの思いやりが病気の予防になることを
教えてもらいました。これからはもっとペットをいた
わっていきたいと思いました。」と話す生徒たち。

「今回の体験を通して、ペットも人も同じであるとい
うことを、より深く実感しました。ここで体験した、状
況に応じた相手との接し方は、どこでも必要なこと。こ
れから学校や家庭生活で、大いに役立てていこうと思い
ます。」と目を輝かせて語る ７ 人でした。

ペットも家族の一員
愛情が一番の薬と実感！

きたのさと動物病院

約30,000㎡の土地で、年間300tもの量を生産・出荷
するタマネギを中心に、トマト、キャベツ、コーン、イ
モなど、いろいろな野菜を栽培している「プリンセス
ファーム」。この広大な農園にやってきたのは、男子 ５
人、女子 ４ 人の ９ 人の生徒たちです。

農園の方から、農場のこと、野菜のことや農機具につ
いての詳しい説明を受けて、いよいよ畑に出ます。

まず、トマト
の脇芽とりや整枝に挑戦しました。「おいしいトマトを
作るためには、余分な枝や芽を取り除き、実の日当たり
をよくして、栄養分を行き届かせることが大切だという
ことを学びました。」と男子生徒。

トマトのお世話が終わってホッとしたのもつかの間、次
に待っていたのは、広いタマネギ畑で、なれない鍬を使っ
ての除草作業です。“ タマネギの成長に肝心なのは雑草
抜き ” という話を聞いて、みんな初体験の連続に四苦八
苦しながらも、お昼まで汗だくになって取り組みました。

午後にヒマワリの種まきも体験した生徒たちは、「休
憩時に食べた採れたてのキャベツの甘さと新鮮さには、
びっくりしました。おいしさを生み出す秘訣は、愛情を注
ぎ込んで手入れを怠らないことだと実感しました。」「農
家の方たちの苦労や生産物への愛情を知りました。これ
からは、野菜も残さず食べます。」と野菜づくりの大変
さを肌で感じとった様子。２ヶ月後に花を咲かせるヒマ
ワリを楽しみに帰路につきました。

これからは、野菜の
好き嫌いは絶対しません！

プリンセスファーム（倉知様）

本と文房具の「くすみ書房」は、作家さんなどのトー
クショーを開催したり、店内で朗読をしたり、独自の企
画でお客さまとのコミュニケーションを図るユニークな
本屋さん。ここを訪れたのは、本が大好きな女子生徒 ３
人です。

お店の方から、まず、商品構成やレジの打ち方、接客マ
ナー等の説明を受け、それぞれの持ち場に就きました。

３ 人そろって
のレジ打ち体験では、商品の値段を打って小計、合計を
出し、その金額をお客さまにわかりやすく伝える係、預
かったお金をレジに入れる係、おつりを渡す係、と役割
を分担して、ミスがないように慎重に作業をしました。
また、売り場では、探しやすい本の配置や整理の仕方を
学んだり、お客さまの案内等を体験したり。

「本屋さんの本棚って、探している本が見つけやす
いって思っていましたが、お客さまの視点に立って配置
をしているんですね。そんな細やかな心遣いの大切さが
わかりました。」「はじめのうちは声も出なくて、照れ
くさかったですが、少しずつ大きな声で、自然に笑顔で
接客できるようになりました。」「笑顔でハキハキと接
客するとお客さまも笑顔になり、とても気持ちよくコ
ミュニケーションができることを知りました。」と、本
の配置や接客の基本を学んだ ３ 人。最後に、本やお店の
方々への感謝の気持ちを込めて書棚の整理整頓を行な
い、みんなますます本が好きになったようです。

くすみ書房 大谷地店
笑顔でハキハキ、あいさつの
大切さを知りました

職業体験のために貴重なお時間を割いていただきありがとうございました。毎日食べている野菜は、農家の方々がいるからこそ食べ
られるということが分かりました。皆さまは、とても親切で、楽しく農作業をすることができました。大変なこともありましたが、毎日、いろいろ
な人が食べている野菜だと思うと、一生懸命作業をすることができました。いろいろご指導いただき、本当にありがとうございました。　2 年　R.I

プリンセスファーム　様

米里中学校

Thanks
Mail
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入所している方はもちろん、ショートステイやデイサー
ビスを利用するお年寄りも多い「特別養護老人ホーム ル
ミエール」。ここを訪れたのは、男子 ３ 人、女子 ２ 人のお
じいちゃん子、おばあちゃん子の児童たちです。

まず、 “ 利用者の方に安全で快適な生活を送ってもら
えるよう、目配り・気配り・心配りを忘れずに ” という
心構えを教えてもらい、さっそく、折り紙を使って指先

の運動をして
いるお年寄りの輪の中に。楽しそうに話しかけながら、
いっしょに仲よく折り紙を始めました。そんな児童たち
に、孫やひ孫を見るようなやさしいまなざしを向けるお
年寄りの方たち。

地域とのコミュニケーションにも積極的なこの施設に
は、「いつも幼稚園や小学校のお友だちが来て、いっ
しょに遊んでいるそうです。おじいちゃんやおばあちゃ
んは、それが楽しみなんだって。今日も待っててくれた
みたいでうれしい。」と児童たち。

５ 人は次に、集団での体操やレクリエーションのグ
ループに合流。ここでも、大きな声で話しかけながら楽
しそうに触れあいました。明るい児童たちといっしょに
なって、利用者のお年寄りも楽しそう。「おじいちゃん
やおばあちゃんと遊ぶのは大好き。こんなに喜んでくれ
るなら、毎日でも来たい。」と笑顔で語る児童たちの心
には、お年寄りへの尊敬やいたわりの気持ちがいっそう
ふくらんできたようです。

いろいろなことを教えてくれる
おじいちゃん、おばあちゃんが大好き！

特別養護老人ホーム ルミエール

犬にいつまでも健康で、快適な生活を送ってもらいた
いと、ホテルや資格を持ったトリマーのいる美容室を備
えたペットショップ「プリティドッグ」。ここを訪れた
のはペット好きな ２ 人の男子児童です。

２ 人の仕事は、まず、ペット用品コーナーの商品整理
です。お客さまである飼い主さんの目にとまるよう、丁
寧に一つ一つの商品のほこりを払ったり、きれいに並べ

たり。「こんな
商品があったら、犬も飼い主さんも、もっと楽しくなる
かな、と考えながら並べました。」とうれしそうに作業
を進めていきます。ひととおり陳列棚の整理が終わった
ら、次は、トリミング体験です。

トリマーのお姉さんが、目の前で犬をトリミングして
見せてくれました。手際よくきれいに刈りそろえていく
プロの技術に、犬もうれしそう。そんな姿を食い入るよ
うに見つめながら、「いつか僕たちも、トリミングの技
術を身に付けて、わんちゃんとその飼い主さんたちを喜
ばせてあげたいと思います。」と目を輝かせる ２ 人。

「ペットショップって、商品を選んで勧めたり、わん
ちゃんの手入れをしたり、預かったりするだけではな
く、わんちゃんや飼い主さんの気持ちになって考えるこ
とが大切なんですね。毎日の生活でも、人のことや周り
のことを考えて行動していきたいと思いました。」と２
人。この体験を通してちょっと成長できたようです。

プリティドッグ
犬や、飼い主さんの気持ちに
なって考えることが大切なんだ！

いつもなにげなく通っているコンビニ、「セブンイレブ
ン」にやってきたのは、男子３人と女子１人の児童たち。

まず最初は、棚に並べられた商品の整理です。「どこ
にどの商品が並んでいるのかだいたいわかっているつも
りだったけど、こんなに種類が多かったんだ！」とか
「こんな商品もあったんだ！」と、次から次へ新しい発
見があり、楽しそうに始めた作業。でも、棚の前で背伸

びをしたり、
かがんだりで、次第に疲れが出始めたのか口数も少なく
なってきました。「楽しそうに見えたけど、こんなに大
変な仕事だったんだ。」と言いながらも、お客さまが来
るたびに「いらっしゃいませ、こんにちは」と声を張り
上げ、最後までがんばり通しました。

ひと通り整理が終わったら、次はバックヤードでドリ
ンクの補充です。ケースの裏側から商品を補充する作業
を、みんなで手分けしてもくもくと進めました。額には
うっすらと汗が。

体験の最後には、お店で作るホットスナックの仕込み
に挑戦しました。かごの中に、下ごしらえした手羽先や
ポテトなどを並べて油の中へ。「だんだんキツネ色に変
わっていくのを見てうれしくなった。」と児童たち。油
を切り、紙カップに入れて作業は無事終了。揚げ立てを
試食して大満足の ４ 人は、「コンビニって、見えない所
でこんなに努力しているんだ。」と、お客さまのために
努力を惜しまないことの大切さを知ったようでした。

体験して初めて
お店の努力を知りました

セブンイレブン 東札幌５条 4 丁目店

今回の職業体験では、大変お世話になりました。犬のリボンづくりは大変難しかったのですが、優しく教えていただき、楽し
く作業ができました。商品の整理では、お客さまが手に取ったときのことを考えて、しっかりやらなきゃと思いました。シャンプーやトリミン
グの仕方は、とても勉強になりました。ここで学んだことを学校生活で役立たせたいと思います。本当にありがとうございました。　６年　S.O

プリティドッグ　様

東札幌小学校

Thanks
Mail


