
［平成21年度］

白石でっち奉公

奮闘 記

白石区ふるさと会・札幌市白石区



白石でっち奉公は、小・中学校の児童・生徒が、区内のお店や公共施設などで、社会の一員
となって実際に就労体験をするカリキュラムで、平成13年に白石区ふるさと会の発案で始まり、
現在は白石区ふるさと会と白石区が協力して実施しています。
いつもは学業が本分の子どもたちですが、“でっち奉公”では働くことに挑戦。従業員の
一員となり、意欲的に仕事に取り組みました。ちょっぴり背伸びして、大人の世界を垣間見た
子どもたちの奮闘記です。

南郷小学校… …………………4-5p
5年生　計77名

●白石温水プール
●㈱白石ゴム製作所
●北海道綜合放送㈱ FMしろいし

柏丘中学校… ………………… 6-7p
2年生　計185名

●スイス・ドイツ菓子工房ビーネ・マヤ
●コープさっぽろ ルーシー
●郵便事業㈱　札幌白石支店

幌東中学校… …………………8-9p
2年生　計147名

●高橋動物病院
●札幌市民ギャラリー
●日蓮宗 顕本寺

日章中学校… ………………10-11p
2年生　計144名

●白石保育園
●白石消防署
●㈱松本フラワー

白石中学校…………………12-13p
2年生　計191名

●㈲丸高ドライクリーニング工場
●グループホームあさひの家
●上田農園

北白石中学校… ……………14-15p
2年生　計244名

●札幌徳州会病院
●大岡産業㈱（札幌ゴルフセンター ）
●ホクトスポーツ

北都中学校… ………………16-17p
2年生　計177名

●さぬき亭つるつる家
●札幌映像社
●正文舎印刷㈱

東白石中学校…………………18-19p
2年生　計188名

●ネッツトヨタ札幌　白石店
●理容室 Haru
●JICA札幌
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白石でっち奉公



白石温水プール 北海道綜合放送㈱ FMしろいし

㈱白石ゴム製作所

南郷小学校

南郷小学校
Thanks Mail　［白石温水プール］

このあいだは、でっちぼうこうでおせわになりました。
白石温水プールが何年に建てられたのかや、シンボルマー

クの意味をおしえてもらい、とても勉強になりました。あと、
予定になかったレジうちまでさせていただき、とてもうれし
いです。それから自分のネームカードまでつくってもらい、
仕事をしているという感じがしました。

本当にありがとうございました。
札幌市立南郷小学校5年　K.N
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“安心して遊んでもらえるように”
� ─�点検と監視はしっかりと

“将来はDJに”�─�生放送に出演!

“神経を集中して”�─�本物の製品作りに挑戦

「 いつも泳ぎに来るよ。水泳も習って
いるよ」と言うだけあって、慣れた様子
で男女9人の児童が白石温水プールに
入っていきます。ですがいつもと違い、
今日はお客さまを迎える立場。みんな
やや緊張した面持ちです。9人は3人ず
つ3グループに分かれて、「受付」「売店」

「プールの監視」の仕事を交代で体験
します。

元気いっぱいの男子3名はまず受付
を担当。お客様が来館するたびに「 お
はようございます」と声をかけて、チ
ケットを受け取ります。ロビーのゴミも

「 あっ、あった」と気がつくたびに拾い
積極的に働いていました。

最初に売店を担当した女子3名は、
「プールで泳ぐことも楽しいけれど、こ

ガシャーン、ガシャーン!
工場のドアを開けたとたん、機械が

動く大きな音が聞こえてきました。「 う
わー、すごい機械だな」と話す児童たち

の声もかき消されるほどです。「学校で
は、図工が一番好き!」という3人の児童
が訪れたのは、白石ゴム製作所です。「何
を作るのか楽しみだね」と目がキラキ
ラ輝いています。

午前中は廃材のゴムを使い、型抜き
作業の練習です。木型を使い型抜きし、
白いゴムと黒いゴムを組み合わせた素
敵な作品ができました。「見て。雪の結
晶みたいだよね。きれいだな」とうっ

とり。「大切にしよう」と持ち帰ること
にしました。

午前中の練習をいかし、午後はゴム
製品作りに挑戦です。実際にお客様に
納める製品を作ると聞いて、みんなの表
情が引き締まります。
「ゴムを無駄にしないように、隙間を

空けずに工夫をしながら作業してみて
ね」という指示に「 はい」と元気に答え、
おのおので工夫して仕事に取りかかり
ます。型抜きの単純な作業が続きます
が、児童たちは「飽きないよ。とっても
おもしろいし、物を作るのは楽しい。想
像よりも工場は小さかったけど、いろん
な製品が作られていてすごいな」と満
面の笑顔で話してくれました。

の売店でお菓子を買うのも楽しみな
の」と、駄菓子に囲まれてうれしそうで
す。けれども、倉庫から商品を出し、値
段をつけて棚に並べる作業は思ったよ
りも大変。「 たくさんお菓子があるか
ら、準備をするお店の人は大変だね」と
つぶやいていました。

一番人気の仕事はプールの監視。
「プールに来てくれる人が安全に気持ち
良く泳いでもらえるように、しっかり点
検しましょうね」と職員さんから説明を
受けたあと、一緒に水質の検査、プール
の監視、清掃をします。そして最後に憧
れの監視員の椅子に座って、プールを見
渡しました。

「すごい。プールの中がよく見えるよ。
私たちが遊んでいる時も、安全に泳げる
ように見ているんだね」新しい学びと発
見に、児童たちは心から納得した様子で
した。

「 はい、OK.。お疲れさまでした!」
生放送が終わりディレクターさんの

声を聞いたとたん、ついさっきまで緊張
していた3人の児童の顔に、晴れやかな
笑顔が広がりました。

この日彼らが訪れたのは、地下鉄白石
駅バスターミナルのビル内にある北海
道綜合放送。ここは「FMしろいし」と
いうラジオ番組を制作し、放送している
会社です。この放送が大好きで普段か
らよく聞いているという児童たち。「 ど
んな風に番組が作られていくのか、とっ
ても興味がありました」と話してくれ
ただけあって、スタッフの皆さんの一挙
手一投足も見逃すまいと真剣そのもの
です。

今回はDJの“ いくみさん”と一緒に
憧れの生放送に出演。さらに夕方に放
送される番組の録音も体験させてもら
えました。「番組にリスナーの人からメー
ルが届いたことに驚いたな。本当に放
送されているって思って、緊張しちゃっ
たよ」「自分の声がラジオから聞こえる
なんて不思議だよね」「家族と一緒に聞
けるから、うれしいな」と夕方の放送が
待遠しい様子。
「 みんなよかったよ。うまい、うまい」

とDJの“ いくみさん”にもほめてもらえ
て、児童たちの興奮は冷めません。「今
日は本当に楽しかった。できれば将来
ラジオの仕事をしてみたくなりました」
と、はじけるような笑顔が光っていま
した。



スイス・ドイツ菓子工房 ビーネ・マヤ 郵便事業㈱　札幌白石支店

コープさっぽろ ルーシー

柏丘中学校

柏丘中学校
Thanks Mail　［郵便事業㈱　札幌白石支店］

今回の職場体験学習では、いつもは見れないような部屋や
かっこいい機械が見れてとてもうれしかったです。郵便局の歴史
も初めて聞いたことばかりで、とても勉強になりました。明治4
年に郵便局が始まったということも初めて聞いたのでおどろきま
した。お昼ご飯も社員食堂ということもあり、正直あまり期待は
していなかったのですが、ものすごくおいしくて感動しました。

今回は、今まで知らなかった事をたくさん知ることができて、と
てもいい経験になりました。私はこの体験で学んだ、がまんする
ことなどを、学校生活でしっかり活かしていきたいと思います。

札幌市立柏丘中学校　2年　A・H
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“作るだけではなく、段取りも考えて!”
� ─�おいしいお菓子作りのコツ

“大事な情報を確実に届けるには”
� ─�セキュリティ対策と迅速な作業

“商品をただ並べるだけでは、だめだね”
� ─�お客様の目線で考える

「 おいしそう!」「 はやく作ってみたい」
お店のショーケースに並ぶスイーツを

見て、 お菓子作りが大好きな女子生徒
3人は張り切っています。少女たちが訪
れたのは、スイス・ドイツ菓子工房ビー
ネ・マヤ。店内にたちこめる甘い香りで、
ますますテンションが上がります。

最初はクッキー作りに挑戦。生徒は
ずらりと並んだ卵を見て、「 こんなにた
くさん使うの。すごい」と驚きを隠せま
せん。いざ卵を割り始めるとそれだけ
で精いっぱいで、無言のまま作業に没頭
していました。
「割った卵の殻は重ねて置いておく

と、後片付けが簡単だし、次の作業に移
るときにも時間を無駄にしないよ」と、
同じ中学校の卒業生でもある従業員の

「 いらっしゃいませ!」
ジャージにエプロン姿の生徒たちが、

元気よくお客さまに声をかけています。
「接客に大切なことは、あいさつ。皆さ
んは大変いいですね」お店の方から、早
くも合格点をいただきました。

男女合わせて18人が訪れたのは、「 よ

く買い物に来る」という生協コープルー
シー。「洋服、雑貨などいろいろな物が
揃っているこのお店が大好き。いつも
友達と遊びに来る。ここで、働いてみ
たかった」と、でっち奉公で生協コープ
ルーシーに来られたうれしさが体全体
からあふれ出ています。

店の裏側や倉庫を見学したあと、3～
4人のチームに分かれ、売り場で商品陳
列作業の体験です。賞味期限の近いも
のを前に出したり、斜めになっている商
品をきれいに並べ替えたり。お客様が
商品を選びやすいように、棚を隅から隅
まで点検します。「今度買い物に来たと
きも、商品を並び替えそうだね」と、楽

しそうに作業をしていました。
午後は生徒たちだけで商品のチェッ

クを体験。午前中に学んだことを思い
出し、破損した商品を見つけたら交換
するなど、自分たちで考えながら仕事に
取り組みます。ちょうどその時、お客様
から商品の売り場を聞かれ、生徒たち
は右往左往。必死に場所を探しますが
見当たらず、店員さんに助けを求めるこ
とに。

無事にお客様の質問に答えたあと、
「商品をただ並べるだけでは、だめだ
ね。挨拶や心のこもった接客が大事だ
し、広い売り場の商品を全て覚えないと
いけないんだね」と、みんなで話し合い
ました。

方が教えてくれました。「家でお菓子を
作っているときは、後片付けのことは考
えたことなんてなかったです」アドバイ
スを聞いて、段取りが大切だということ
に気がつきました。

苦労したのはパイ作り。まるで手品
のように、パイ生地を型の中に広げてい
く店長さんの手から目が離せません。
その後、生徒もチャレンジ。ところが

「 あーっ」と叫び声が…。うまくいかず
にパイ生地を破いてしまいました。落ち
込む生徒に、「気にしないで、初めてだ
から仕方ないよ。何度でもチャレンジ
することが大切だよ」と店長さんが優
しく声をかけてくださいます。出来上

がったものは、残念ながら売り物として
は不合格。それでも、「 やっぱり、お菓
子作りはとっても楽しい」と大好きなお
菓子作りに挑戦できて、とても満足した
3人でした。

「手紙を出しに行ったことしかありま
せんでした」「 なんか、どきどきする」

柏丘中学校の目の前にある白石郵便
局ですが、改めて局内に入った男女5人の
生徒は、周囲をきょろきょろ見回します。

午前中は、会議室で郵便局の仕組み
や歴史の勉強。「 そんなに歴史がある

とは思っていなかったよね」と感心し
きりです。また大切なお客様の荷物を
扱うため、セキュリティ管理の重要性も
教わりました。高いセキュリティ管理に

「郵便物がそんなに厳重に管理されて
いるとは思いませんでした」と驚きを
隠せません。

勉強後は郵便局の内部を見学。カウ
ンターの内側からお客様の姿を見るの
は初めてです。「 いつもと見え方が違っ
て、不思議だね」そう口々に話していま
した。

午後は郵便物の仕分け作業を体験。
手作業で仕分けをするのかと思った
ら、目の前には仕分け用の巨大な機械
があるだけです。「 これは昨年導入さ

れた仕分けの高速機械で、1時間に5万
通の仕分けができるのですよ」との職
員さんの説明に、生徒たちは代わる代
わる機械を覗き込んでいます。機械の
スイッチが入ると、「アッ」という間に
郵便物の仕分けが終了していました。
「実は郵便局の仕分作業は、主に夜

に行います。日中、局員から集められ
た郵便物は、先ほどの機械と人の手作
業で仕分けられます。本当は夜に見学
に来てもらうと、もっとよくわかるので
すが、今日は残念ながら無理ですね。
また機会があったら是非来てください」
との職員さんの問いかけに、生徒たちは

「本当ですか?見てみたいです。是非お
願いします」とうれしそうに答えていま
した。



高橋動物病院 日蓮宗 顕本寺

札幌市民ギャラリー

幌東中学校

幌東中学校
Thanks Mail　［高橋動物病院］

先日の「総合の日」には職場訪問させていただきまして
ありがとうございました。未熟な私達のために貴重なお時
間をさいていただき、みなさまにはいろいろと親切にご指導
いただき、感謝しております。檻の中の掃除、シャンプー、診
察の様子、手術の様子などを学ばせていただき、貴重な経
験をすることができました。簡単ではありますがお礼を申
し上げます。ありがとうございました。

札幌市立幌東中学校　2年　M.F／Y.S／N.U
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“命を預かる”ということ�─�優しさと厳しさと “住職に学んだ人生の極意”
�─�どんな小さなことでも、ひたすらに丁寧にやり続けること

“働くことは、自分自身を生きること”
� ─�人生の先輩の姿に、夢を新たに誓う

「寂しがって、鳴いていたよ」
病院のスタッフの方の一言に、疲れ

切っていた3人の表情がフッと和みまし
た。午前中いっぱいかかって、ブラッシ
ングからお風呂にシャンプー、トリミン
グをしてあげた、キャバリア犬の“キャ
バちん”が、みんなの姿が見えなくなっ
たとたん寂しそうにずっと鳴いていたと
いうのです。男女3人の生徒がこの日訪
れたのは、開業して37年になる高橋動
物病院です。

午後は診療体験。副院長さんの指導
のもと、心臓を患っているシーズ犬、チャ
メちゃんの診察をお手伝いしました。
皆、大の動物好きとあって、ICU（集中治
療室）に入院中のチャメちゃんの体を
支える3人の手と眼差しは、優しくそし

「 ここの方たち、すごいんです!」「本
当に尊敬します!」やや興奮気味に報
告してくれたのは、5人の少女たち。彼
女たちがこの日訪れたのは、札幌市芸

術文化財団が運営する札幌市民ギャラ
リーです。

一年を通じて公募展をはじめ、数多く
の展覧会が開催されるこの施設で働く
職員のみなさんと、午前中に行った対話
での出来事です。
「職員の方に仕事をして辛かったこ

と、辞めたいと思ったことはあります
か？とお聞きしたら、みなさん口をそろ
えて“自分の好きなことを仕事にでき
たから幸せ。つらいと思ったことも、辞

めたいと思ったことも一度もない”って
おっしゃるんですよ」

将来の夢を聞くと「漫画家!」「声優!」
「パティシエ!」「私も漫画家か声優に
なりたい」と晴れやかな笑顔でハキハ
キと答えてくれる5人の少女たちの瞳に
は、一足先に夢を叶えた人生の先輩た
ちがとても眩しく輝いて映ったようで
す。

午後は彫刻師の先生の指導のもと、
木彫りの鍋敷き作りにチャレンジしまし
た。ハキハキとした活発な彼女たちら
しく、デザインもそれぞれ個性的です。
みんな「物を作るのが大好き」とのこ
とで、作業の間中楽しい会話が絶えま
せんでした。

て真剣そのもの。「 こんな小さな子が、
重い病気なんですね」動物病院の大き
な使命である、“命を預かる”というこ
との重みを少し実感したようです。

長い一日が終わりに近づいたころ「働
くことが、こんなに大変なことだったな
んて…」こんな感想が出てきました。朝
からずっと立ち通しで休む間もなく動
きまわっているスタッフのみなさんの姿
に、尊敬の眼差しをそそぎながらも、今
日一日でかなり疲れた様子の3人。それ

でも、将来の夢をたずねるとパッと瞳が
輝き、「動物園で働きたい」「私は結婚
式場!」「僕はゲームプログラマー!」とい
きいきとした表情で答えてくれました。

「仕事も勉強もね、生きるということ
の極意はみな同じなのですよ。どんな
小さなことでも、単調でつまらないと思
えるようなことでも、ひたすらに丁寧に
やり続けることです」柔和な表情で語
る住職の言葉に真剣に耳を傾けている
のは、男女5人の生徒。講話されている
のは、建立92年の日蓮宗・顕本寺の白
部住職です。

午前中は庭掃除と住職の講話。午後
は抹茶とお菓子をいただいたあと、写
経を行いました。「 お寺を訪れるのは、
生まれて初めてです」という生徒もい
るなか、静かに穏やかに進んでいった
職業体験。大きなものを得た一日だっ
たようです。

特に住職の講話に深い感銘を受けた
という意見が多く、「今までの人に対
する考え方が変わった」「自分の内面
を見つめることの大切さを学んだ」と
口々に感想を述べます。我が子を見つ
めるような、慈愛のこもった眼差しで生
徒たちを見つめていた住職は、最後にこ
んな言葉を贈ってくださいました。「中
学は、人生の中でもとても重要な時期。
いろいろなことを経験して考え、精神
を強くして、倦

う

まず弛
た ゆ

まずご自分自身を
作っていってくださいね」

静かに穏やかに過ぎた一日に5人は
大満足の様子で、書きかけの写経の紙
を「家で完成させて、お寺に持ってきま
す」と大事そうに持ち帰っていました。



白石保育園 ㈱松本フラワー

白石消防署

日章中学校

日章中学校
Thanks Mail　［㈱松本フラワー ］

先日は職業体験をさせていただいてありがとうございました。私はこの
体験で学んだことがたくさんあります。お仕事をすることの大切さや責任、
やりがいなどです。

最初は水切りの作業がうまく出来なかったのですが、時間がたつにつれ
てだんだん出来るようになってきたときは、とてもうれしかったです。松本
さんがまだ使えそうな花を捨てているのを見ていて、「 お客さんに少しで
も傷んだものは渡せないから」と聞いた時とても驚きましたし、お仕事をす
る上でとても大事な事なのだと学ぶことができました。将来、お仕事をす
るときには、今回学んだたくさんのことを生かしていきたいと思います。

札幌市立日章中学校　2年　M・S
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“好きだけでは務まらない”
� ─�陰に隠れた小さな仕事にも命は宿る

“厳しい仕事から逃げてはいけない!”
� ─�そこを超えれば、先はどんどん見えてくる

“命を救う”�─�仕事に誇りと生きがい

溶け込むのも、あっという間。
白石保育園に訪れた、男子生徒6人の

活躍ぶりには、思わず目を見張るもの
がありました。
「最初は緊張しました」と言うもの

の、一生懸命に遊んでくれる“優しいお
兄ちゃんたち”は、瞬く間に園児たちの
人気者に。広い園内を駆け回って遊ぶ、
生徒と園児たちの歓声が園いっぱいに
響いています。なかには優しいお兄ちゃ
んが大好きになって、しがみついて離れ
ようとしない園児の愛らしい姿も。自
ら進んで乳児担当になった男子生徒は
小さい子が大好きで、保育士になりた
いというだけあり、食事の世話やあやし
方も堂に入ったものです。

午後は遊具を磨いたり、洗濯を手

「キッツ～!」「 はやいっ!ついていけ
ないよ」少年たちの悲鳴が上がるたび、
ドッと笑いがわき起こります。

男子生徒5人が訪れた白石消防署で
の職業体験のひとつ、筋力トレーニン
グでの一幕です。あっという間に音を
あげてしまった5人は、きついメニュー
を軽々とこなしていく職員さんの姿に、
すっかり感心した様子で見つめていま
した。

次はいよいよ実際の装備。シルバー
の防火帽、防火衣、空気呼吸器（ボン
ベ）など約20kgの装備に身を包んで
の放水体験です。ホースの重さは、およ
そ8kg。「 うわぁ～重い!」とややふらつ
きながらも、一生懸命に訓練を受けて
います。放水の次は、はしご車に乗せて

もらい15mほどの高さまで昇りました。
ここでも生徒たちの歓声がにぎやかに
響き、どの体験も楽しくてたまらない様
子です。
「体験を受けて職員の皆さんの話を

伺ったりするうちに、次第に消防士とい
う仕事に興味がわいてきました」と興
奮気味に話してくれる生徒もいました。
そんな生徒に、「人の命を助ける仕事」
がしたくて消防士になったという職員
の方が、「無事救助が出来たときは本
当に嬉しいもの。けれど、一方で救えな
かった命の重さというのも、日々噛みし
めながら仕事に臨んでいるんですよ」と
話してくださいました。少年たちの表情
がキリッと引き締まった瞬間でした。

伝ったりと“陰”の仕事も体験しまし
た。今日一日大活躍だった少年たちへ、
主任さんがこんな風に話してください
ました。「大切なお子さんの安全や健
康を守るためにも、こうした陰の仕事に
も真心こめて手は抜かないんです。そ
れは、どんな仕事でも同じ。目立たな
い小さな仕事や気配りにこそ仕事の命
は宿っているのかもしれませんね。好
きなことを仕事にしたいのなら、なおさ
ら、嫌なことも乗り越えられる強さも身
につけて」

少年たちは、慣れないながらも、一心
に丁寧な手つきで作業に没頭していま
した。

3人の少女が訪れたのは、開店して35
年のお花屋さん、松本フラワーです。

午前中は花の水切りや交換、種類ご
とに花の名前と日付を書いて整理と、地

味な作業が続きました。でも「外から
見るだけでは分からない、花屋さんの裏
側の仕事を見てみたかった」と話す3人
だけあって、作業はとても熱心で丁寧な
ものです。「真面目に丁寧に仕事をする、
とても良いお嬢さんたちですね」と店
長の奥様も目を細めます。

午後はいよいよ、花束と、フラワーア

レンジメント作りにチャレンジです。華
やかなピンクや、パステルカラーのグラ
デーションと、それぞれに個性とセンス
がいきいきと表れます。生まれて初め
て自分の手で作った花束を手に、満ち足
りた笑顔の少女たち。「パティシエ」「保
育士」「私は情報関係」と、それぞれの
将来をすでに決めているしっかり者の
3人を「 どんな仕事でも、つらいこと嫌
なことは必ずある。でも決して厳しい
仕事から逃げてはいけない。そこを超
えれば先はどんどん見えてくるものです
よ」と、奥様が励ましてくださいました。

人生の先輩からの頼もしいエール
に、「絶対に夢をかなえようね」という
ように、3人はしっかりとうなずいていま
した。



㈲丸高ドライクリーニング工場 上田農園

グループホームあさひの家

白石中学校

白石中学校
Thanks Mail　［上田農園］

このたびは、総合的な学習の白石でっち奉公で職業体験
をさせて頂き、誠にありがとうございました。普段では決し
て体験できないような鶏の餌やりに採卵の体験は、非常に
興味深く、また楽しいものでした。

鶏を育てるにあたって、鶏の視点で見た、少しでもストレス
が無くなり、健康的に暮らせる環境を作るという考えは、質
より量を求める世の中で、忘れてはならない事だと思いまし
た。他にも意外な体験があり、全てにおいて素晴らしいでっ
ち奉公だったと思います。

札幌市立白石中学校　2年　S・H
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“幸せな洋服”�─�流すなら温かい涙を流して “創意工夫と研究心”
� ─�先人に学びながら、新たな道を切り拓いていく

“認知症は素敵です”
� ─�生きるということの意味を日々学ぶ

「洋服と会話をしながら仕事をするん
ですよ」

「会話ですか？」
「 そう、たとえば年代物で裏地もボロボ
ロになったような洋服なら、 ”何代も人
の手に渡って、大切に着てこられ、本当
に幸せな洋服ね”とか」

スタッフの方の話に、男女2人の生徒は
「 すごいなぁ 」と感心していました。

2人がこの日訪れたのは、創業53年
の老舗クリーニング店、丸高ドライク
リーニングです。

朝一番には、社長さんが用意してくれ
た本物のタイムカードを、「人生初です」
とうれしそうに押してみました。社長さ
んのお話を聞き、お店の掃除で午前中
の作業がひと段落。次はいよいよ自宅

2人の男子生徒が訪れたのは、オープ
ンして7年になる、認知症対応型共同生
活介護施設、グループホームあさひの家
です。

朝はまず、自己紹介のあと、67歳から
97歳まで、27人の入居者の方と一緒に
ラジオ体操、職員の方の洗濯物のお手
伝い。それが済むと、1階と2階にそれぞ
れ分かれ、入居者の方に絵本を読んで
あげたり、一緒にジグソーパズルを楽し
んだりと笑顔を絶やさず、大張り切りの
2人です。

孫のような年齢の少年たちの熱心な
姿に、入居者の方たちも自然に笑みがこ
ぼれます。「介護の仕事にとても興味が
ある」と真剣な表情で口をそろえる2人
は、職員の皆さんに「 やりがいも大きい
とは思いますが、とても大変な仕事では

ないですか？」と大きな質問をぶつけて
みました。すると、一人の職員さんから
意外な言葉が返ってきました。
「語弊があるかもしれないけれど、認

知症ってね、“素敵”なんですよ」他の
職員の方々も「 そうそう」と口をそろえ
ます。
「急に怒られたり、つねられたり、大変

なことはもちろんですけど、ふと、昔のご
自分に戻るときもあって、そんなときに
は、いろいろな方の人生の深さを垣間見
る思いで、日 “々生きる”ということの意
味を何かしら学んでいける仕事ですね」

その言葉に、なにか大きなものを得た
表情で、少年たちは笑顔を交わしていま
した。

から持ってきた自分の制服を、ドライク
リーニングしてみる作業に入ります。「自
分の服がどんな過程で綺麗になってい
くのか、とても楽しみです」と話す2人
は、作業に没頭していました。
「前向きに明るく、これからの道を歩

いて行ってね。あと、人に優しく。そし
て辛いことがあったら、一人で抱え込ま
ず周りの人に助けを求めてね。苦しい
時は、泣いたっていいの。でも流すなら
温かい涙を流して。後ろ向きじゃない
温かい涙を流したあとは、人は大きく成

突き抜ける青空のもと、広大な農園に
5人の少年たちのにぎやかな話し声が
響いています。5人の男子生徒が訪れ
たのは、70年近い歴史を持つ上田農園。
農業の他に、有精卵での養鶏業を営ま
れています。

午前中は、上田社長からのお話を聞
いたあと、ビニールハウス設置のお手伝
い。午後はいよいよ本題である、鶏の
餌やり、卵採り、卵の洗浄を体験しまし
た。自然養鶏にこだわる同農園では、
風通しの良い大きな鶏舎に約350羽の
鶏を飼っています。広々とした鶏舎の
中を自在に歩きまわっている鶏たちは
想像以上に大きく、最初は少年たちも戸
惑った様子。でも、いったん中に入って
しまうと楽しそうに餌をやり、まだほん
のりとぬくもりの残る卵を拾い集めまし
た。最後まで弾けるような笑顔が絶え
ることなく、お土産に産み立ての卵をも

らって生徒たちは大満足でした。
農園経営への興味も大きい様子で、

上田社長に次々と質問を浴びせる一幕
もありました。
「農園をやっていて、良かったと思うと

きは、どんなときですか？」
「農業をはじめるきっかけは？」
「 この仕事で、一番大変なことは何で

すか？」
生徒たちの質問に一つ一つ丁寧に答え

てくださった上田社長は、最後に目を細
めて「農業や養鶏は、先人たちの知恵に
多くを学びながらも、絶えず創意工夫と
研究心を忘れず新たな道を切り開いて
いく、とてもやりがいのある仕事です。
一人でも多くの若者が興味を持ってくれ
たら嬉しいですね」と言われました。

長できるものですよ」一生懸命作業を
した2人に、職員の皆さんが話してくだ
さいました。2人は「 はい」と、うれし
そうに元気よく返事をしていました。



札幌徳州会病院 ホクトスポーツ

大岡産業㈱（札幌ゴルフセンター）

北白石中学校

北白石中学校
Thanks Mail　［ホクトスポーツ］

先日は突然のお願いにもかかわらず、職業体験をさせてい
ただき、ありがとうございました。おかげさまでスポーツ店
の仕事を少し知ることができました。

特に印象に残っているのは、バドミントンラケットのガッ
トはりと在庫確認です。

いろいろとご親切にしていただき大変ありがとうござい
ました。

札幌市立北白石中学校　2年　D.U
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“長い一生を輝かせるために”
� ─�積極的に挑戦して“天職”を見つけ出して

“誠実な努力は必ず報われる”�─�真心とプロ意識

“進むべき道は、自分できちんと選んで”
� ─�そうすれば、絶対に後悔はしない

年中無休、最先端の24時間救急医
療。地域の基幹病院として信頼も厚い
札幌徳州会病院を訪れたのは、男女4名
ずつ合計8名の生徒です。

薬局、受付、食堂、検査室の4か所に、
それぞれ2名ずつ分かれて専門分野の
業務を体験しました。将来医療関係に
進みたいと希望する生徒が多いことも
あり、緊張しながらも、瞳を輝かせてス
タッフの皆さんの手際よい仕事ぶりを
見つめていました。
「 なぜ、この仕事を選んだのですか？」

「中学生のときは、やはりかなり勉強さ
れましたか？」なかでも、検査室に配属
された2人の少年は、熱心に技師長さん
に質問をしていました。「中学のときは、
勉強よりも野球ばかりしていたね」と、

「コンピュータ関係の仕事に就きた
い」「僕はバドミントンの実業団に入り
たいです」

落ち着いた口調で将来の夢を語って
くれた2人の少年が訪れたのは、ゴルフ
練習場とゴルフスクールを併設してい
る、札幌ゴルフセンターです。
「今度は何をやったらいいですか？」
自分たちから仕事を見つけ、窓ガラス

の掃除、ゴルフボールのセット、受付な
ど、テキパキと仕事をこなしていく2人
の姿に、「真面目で一生懸命。ハキハ
キとして、お客様への対応もしっかりし
ているし、とても好感が持てますね」と

スタッフの方も感心しきりです。
そして、しっかり者の2人が将来の夢

を語ったときも、大きくうなずいてこう
励ましてくださいました。

「中学生は、進路を決めたりこれからの
人生に大きく関わる経験や決断をした
りする、本当に大切な時期。だからこそ、
自分できちっと考えて、物ごとを選んで
いかないとね。色々な人に相談したり
助言をもらったりすることも、もちろん
とても大切。だけど、最終的に自分の進
む道は、自分で選んで決めていってね。
そうすれば、たとえ失敗しても後悔はし
ないから。そうやって前向きに生きて
いけば、苦労も苦労とは思わなくなるも
のですよ」

にこやかに微笑みながらも、技師長さん
は真剣に答えてくれました。「僕が進路
を決めたのは、高校生のとき人の役に立
つ仕事をしたいと思ったことがきっかけ
だった。長い一生を輝いたものにする
ためには、やはり本当にやりたいと思う
仕事、自分に向いている仕事を選ぶべ
き。そのためには、いろいろな経験を積
極的に挑戦してね。その中から、自分の
天職は必ず見つかるから」そう話す技
師長さんをまっすぐに見ながら、2人の

明るく元気な3人の野球少年が訪れ
たのは、総合スポーツショップのホクト
スポーツです。スポーツマンの店長さん
とは、すぐに意気投合。ジョークを交え
て楽しそうに話していました。

午前中は、掃除と店内の商品の品出し。
午後はバドミントンのラケットにガット

を張る作業を教わりました。熟練した
店長さんの手にかかっても、20分はか
かるこの作業。多いときは日に20本く
らい出ることもあるそうです。ガットが
切れないように、細やかな注意を払いな
がら一本一本、丁寧に通していきます。
真剣な眼差しの生徒たちに、店長さんが
優しく声をかけました。「 うちで扱って
いる商品は“勝負”で使うものだから
ね。お客さんが素晴らしいプレーがで
きるように、真心込めて丁寧に張ってい
くんだよ」

ガット張りが終わると、店内を巡り、
商品の値段や在庫状況を確認しました。
積極的な少年たちは商品を手に取り、
店長さんに熱心に質問します。

「 どんな商品が良く売れますか？」
「接客をするときに、一番気をつけて

いることは何ですか？」
「 たくさんの商品を全部覚えるのは

大変じゃないですか？」
少年たちの質問に丁寧に答えてくれ

たあと、店長さんは最後にこう言いまし
た。
「 ただ、商品を売るだけではだめ。す

べての商品の在庫状況、値段を覚える
のは当たり前。お客さまが商品を選ぶ
ときに、的確なアドバイスができるよう
に、知識を豊富に増やしていくこと。“私
たちはプロだ”という意識を必ず持ち
ながら仕事をするんだよ。真心は必ず
伝わるし、誠実な努力は必ず報われるか
らね」

少年はうなずいていました。
「職業体験だけではなく、スタッフの

人たちからいろいろな話を聞けたのが
本当にためになりました」

人生の先輩との交流は、予想以上に
大きなものを、生徒たちの胸に残したよ
うです。



さぬき亭つるつる家 正文舎印刷㈱

札幌映像社

北都中学校

北都中学校
Thanks Mail　［正文舎印刷㈱］

先日の職業体験では、優しく、丁寧に、分かりやすく教えて
くださりありがとうございました。ボランティア活動やパソ
コンの技術、他にたくさんの事を教えてもらい、とても感動
しました。みなさんはとても親切で、色々な機械操作も体
験させてもらい、メンバー全員嬉しそうでした。

また、可愛いカレンダーや作って下さったノートなど、早速
使わせてもらっています。

この職業体験で学ばせていただいた事を、学校・家での
生活に活かして頑張っていきたいと思います。

札幌市立北都中学校　2年　K.M
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“仕事は学生時代の試験と同じ”
� ─�どんな仕事も努力次第で結果は必ずよくなる

“世代を超えて語り合う夢”
� ─�熱血社長に憧れの眼差し

“夢との出会いはタイミング”
�─�見つかったときに思い切りエンジンをかければいい

「作業中は、絶対に声をかけないでね」
うどん作りを体験する2人の男子生

徒を気づかって、店長さんが取材スタッ
フへ声をかけました。

柔和な中にも職人らしい厳しさが表
れたキリリとした眼差しで、2人の少年
のおぼつかない手つきを、優しくそして
真剣に見守っています。「食べ物を作る
職場に興味があった」と口をそろえる
2人も、真剣そのものです。長い時間を
かけ、くり返し丁寧に延ばしたうどんの
生地をカットしたあとは、余分な粉をは
らって箱に並べます。これで作業が一
段落。同時に、緊張もとけてきたのか、
生徒たちは粉だらけの両手を見つめて
顔をほころばせます。

少しでも充実した職場体験をしても

「写真を見るのが大好き」という2人
の女子生徒が訪れたのは、卒業アルバ
ムや結婚式、証明写真などさまざまな
シーンでの写真撮影を手掛けている札
幌映像社。

午前中に証明写真の撮り方を学んだ
あとは、社長さんと2人のスタッフさん
への質問タイムです。「 この仕事のやり
がいは？」「大変な点は？」次々と質問
をしているうち、ふと思いつめた表情に
なり、少女たちはこんな不安を口にしま
した。
「 じつは、まだ将来の夢が見つかって

いないんです」
すると、札幌映像社の皆さんは、真剣

に考えて次のようなアドバイスをくれま

した。
「今を精いっぱい頑張って生きてい

れば、やりたいことがいつかは必ず見つ
かるもの。だから今見つかっていなく
ても、絶対に遅くはないし、あせる必要
は全然ないからね。そのときになった
ら、思い切りエンジンをかければいいん
だよ」皆さんの温かい言葉に安心した
のか、2人の表情がぱっと明るくなり、顔
を見合わせました。

午後からは自分たちで写真を撮って、
今日一日のレポートペーパーを作る作
業に入りました。小柄で華

き ゃ

奢
し ゃ

な少女た
ちは大きなカメラを手に、瞳を輝かせて
あちこち飛び回りながらシャッターを
切っていました。

らいたいと、店長さんは「社会人になる
までの心得」、「接客とマナーについて」
など、生徒たちのために細かな資料を用
意してくださっていました。「社会人に
なったら、店ごとや会社ごとに決まりや
規則があって、それを守りながら働いて
いくのは、とても大変なことだと実感し
ました」と感想を述べる生徒たちに、店
長さんは、優しくこんな言葉を贈ってく
れました。
「仕事は学生時代の試験と同じ。大

「 うわぁ～すごい！」「 かっこいい！」
創業75年の老舗印刷会社、正文舎印

刷の広い工場内から、男女2人ずつ合計
4人の生徒たちの明るく楽しそうな声が
聞こえてきました。

この日、オリジナルのノートを作るた
めに、生徒はそれぞれ絵を描いてきまし
た。自分たちの絵が表紙となり、製版、
裁断、製本と、次々とノートが仕上がって
いく工程は、まるでアトラクションでも
見ているかのよう。社員の方のいきい
きとした解説もあってか、生徒たちは印
刷屋さんの仕事に興味を持ったようで
す。「職業体験が、こんなに楽しいなん
て想像していなかった」と瞳を輝かせ
ていました。
「大人である以上は、子どもたちに夢

を与えていくことは義務だと思っている
んです」と語る社長さんは、そんな生徒
たちの様子を嬉しそうに眺めています。
「印刷は文化を継承する大切な手段。

僕はね、簡単に捨てられない、ずっと
取って置いてもらえるような印刷物を
作っていきたいんです」

熱く夢を語る社長さんに刺激されて、
生徒たちも誇らしげに自分たちの夢を
宣言しました。「プロダンサーになって
ブロードウェイの舞台に立つの!」「私は
ファッションコーディネーター 」「僕は
IT関係に進みたい」「アニメーターにな
る！」世代を超えて夢を語り合った貴重
な体験に、晴れやかな表情で生徒たち
は家路につきました。

丈夫!目標に無理がなければ、どんな仕
事でも努力次第で結果は必ずよくなる
からね」2人は店長さんが用意してくれ
た資料を、大切そうにしっかりと握りし
めてうなずいていました。



ネッツトヨタ札幌白石店 JICA札幌

理容室 Haru

東白石中学校

東白石中学校
Thanks Mail　［理容室 Haru］

この度の職場体験学習では、皆様にあたたかく迎えてい
ただき本当にありがとうございました。

その上、普段はなかなかできない貴重な体験をさせてい
ただき、とても勉強になりました。特に接客や刈布がけなど
のヘルプを体験したことが心に残りました。そして、いろい
ろと学ぶことができました。ほんとうによい想い出になり
ました。

札幌市立東中学校　2年　I・S
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“平均点はいらない”
� ─�決して他の人と同じ色に染まらないで

“世界へも、身近なことへも”
� ─�アンテナは常に鋭く

“不安は常につきまとう”
─�でも“好き”という気持ちには、どんなマイナスもプラスに変える力がある

野球にサッカー、卓球にソフトテニス
とさまざまなスポーツ系の部活に所属
する活発な8人の男子生徒が訪れたの
は、国道12号線沿いに位置するショー
ルーム、ネッツトヨタ札幌白石店。

午前中は、車の仕組みやハイブリッド
カーの説明を受けたあと、2グループに
分かれて、交互にタイヤ交換と洗車を体
験しました。きらびやかなショールーム
の地下にある大きな整備工場に足を踏
み入れた途端、「車が大好き!」という8
人は、いきいきとした表情で工場内のあ
ちこちに目を走らせます。タイヤ交換
の場面では、なかなかはまらないホイー
ルキャップや重いタイヤに悪戦苦闘。
でも、スポーツ少年らしい抜群のチーム
ワークを発揮して、困っている友人をみ

「 すっごく楽しいです!職業体験に来
てよかった」

輝くような笑顔で答えてくれたのは、
理容室 Haruに訪れた2人の男子生徒。

タオルをたたんだり、カルテを整理し
たほか、お客さまにかけるケープを手渡
したり、カットされ床に落ちた髪の毛を
掃除したりと、一日中、大活躍の2人で
す。

午後には、お互いの髪の毛をシャン
プーとブローする体験をしました。将来
はパティシエを目指しているという生徒
は手先がとても器用で、店長さんも感心

しきりです。将来は役者になるのが夢
という、もう一人の生徒も明るく快活な
笑顔で元気よくお客さまを出迎えてい
ました。

大きな夢を持つ2人の少年に、店長さ
んはこんなエールを贈ってくれました。

「好きなことを仕事にできても、不安は
常につきまとう。楽しいことばかりでは
なく、これからつらいこともいっぱいあ
ると思う。でも“好き”という気持ちに
は、どんなマイナスもプラスに変える力
があるんだよ。失敗の積み重ねで、生き
るということを学んでいけるからね。だ
から、失敗を恐れないで、なにごとにも
チャレンジしていってね」2人の生徒は
笑顔で大きくうなずいていました。

んなでアシスト。なかには「今度、お父
さんの車のタイヤ交換、僕がやってあげ
ようかな」と笑顔で言う生徒も。そう
いうさわやかな光景を、彼らと同じ中学
2年生の娘さんをもつという店長さんが
優しく見守っています。
「仕事も人間も、みんなが平均点で

ある必要はない。仕事は真面目に取り
組めば、必ず誰でも覚えるもの。でも
仕事をするうえでの熱い気持ちや信念
は、本人にしか作れませんからね。その

「 なんでも思いついたこと、感じたこ
とを自由に書いていいんだよ」そう職
員さんに声をかけられたのは、「児童
労働」と大きく中央に書かれた模造紙
を囲んで真剣に考え込んでいる男子生
徒4人です。インドの児童労働の実態を
追ったドキュメンタリービデオを見て、
衝撃だったようです。

この日彼らが訪れたのは、開発途上
国への援助事業の北海道の拠点とし
て1996年4月にオープンしたJICA札幌

（独立行政法人国際協力機構 札幌国
際センター ）です。午前中は、施設の見
学とオリエンテーション。午後は、前述
のビデオ鑑賞とブレインストーミング
を行いました。

自分たちよりもはるかに幼い子ども
たちがあまりに過酷な労働をしている
現実を知り、生徒たちはショックを受け
たようで、なかなかペンが進みません。
「遠い国で児童労働が当たり前に

なっているなんて知らなかった。衝撃
を受けた」
「日本じゃありえないよね。子どもを

学校にも行かせず、働かせるなんて」
「 まだやっと8つくらいの幼い子が

30キロ以上の荷物を運ばされている映
像にびっくりした。なんかうまくいえな
いけど“理不尽”という言葉が強く浮
かんだ」

そんな彼らに職員さんは優しく語り
かけてくれました。
「 とにかくアンテナを鋭くして、敏感

になってください。それは広い世界に
向けても、もちろん家族や友人など身
近なことにでも…。そうして誰に対し
ても思いやりを持てるようになって、そ
のうえで職業選択をしてくださいね。
職業は、ただの生きる手段ではなく“自
分がどう生きるか？”という大きなテー
マに直接かかわるものなんですよ」

ためには、決して安易に他の人と同じ色
に染まろうとせず、自分自身をしっかり
持って仕事ができる、そんな社会人に成
長して欲しいですね」



㈱エルドール　平岡店
㈱札幌タック自動車
㈱白石ゴム製作所
㈱ダイエー　東札幌店
㈱ドン・キホーテ
㈱名井建築事務所
㈱日浦
㈱北海道理美容企画 7丁目夢World
㈱ホクトスポーツ
㈱松本フラワー
㈱ヤマハミュージック
㈲市川クリーニング商会
㈲清美興業
㈲ケント
㈲テラキ生花店
㈲丸高ドライクリーニング工場
CAFE工房 Hakodate Isuzu
CoCo壱番屋カレーハウス　白石北郷3条店
JICA札幌
JOY　白石店
NAS
PU RINTAROU
TSUTAYA　南郷13丁目店
あさひガーデン
あさひの家
アサヒビール㈱　北海道工場
あさひ幼稚園
イーグルモーターサイクル
井関楽器　札幌
イタリアントマト ケーキショップ
一休そば
医療法人白石中央病院
イレブンスポーツ
上田農園
大岡産業㈱（札幌ゴルフセンター ）
介護老人保健施設生きがい
海天丸　北郷店
加賀屋
柏葉保育園
川北児童会館
川下公園リラックスプラザ
菊水乳児保育園
菊水まちづくりセンター
菊水元町地区センター
きくすいもとまち幼稚園
北郷あゆみ幼稚園
北郷札幌幼稚園
北郷すずらん保育園
北郷ピノキオ保育園
北白石地区センター
北白石保育園
きのとや　白石店
共同作業所ヨベル
勤医協老人保健施設柏ヶ丘
くすりのすずらん
グループホームいきいき
グループホームまいホーム川北
グループホーム弥生

ケンタッキーフライドチキン　南郷18丁目店
コーチャンフォー　美しが丘店
コープさっぽろ　川下店
コープさっぽろ　北郷店
コープさっぽろ　ルーシー
コミュニティホーム白石
在宅福祉サービス協会白石ヘルパーセンター
桜台いちい幼稚園
札幌映像社
札幌市青葉保育園
札幌市菊水乳児保育園
札幌市市民情報センター
札幌市白石温水プール
札幌市白石区体育館
札幌市白石保育園
札幌市東札幌図書館
札幌市東札幌乳児保育園
札幌市東白石保育園
札幌市円山動物園
札幌市民ギャラリー
札幌市防災協会
札幌白樺幼稚園
札幌センチュリー病院
札幌東急ストア　南郷7丁目店
札幌東急ストア　南郷18丁目店
札幌徳洲会病院
札幌豊平温水プール
札幌トヨタ　東札幌店
札幌トヨペット　菊水店
さっぽろ村ラジオ
さぬき亭つるつる家
サンクス　南郷店
社会福祉法人義弘会
ジュンク堂書店　札幌店
小規模作業所Re～らぶ
正文舎印刷㈱
職人工房
白石かがやき園
白石区土木センター
白石区役所
白石興正保育園
白石警察署
白石消防署
白石生活相談室なかにわ
白石東まちづくりセンター
しろいし幼稚園
スイートデコレーション　南郷店
スイス・ドイツ菓子工房 ビーネ・マヤ
スーパーアークス　菊水店
スーパースポーツゼビオ　新さっぽろ店
スーパースポーツゼビオドーム　札幌月寒店
スポーツショップイレブン
清宮純税理士事務所
第一興産㈱　札幌支店
ダイワスポーツ
高田保育園
高橋動物病院
たらこ屋虎杖浜

ツルハドラック　菊水上町店
ツルハドラック　北郷4条店
ツルハドラック　北郷店
ツルハドラック　南郷18丁目店
特別養護老人ホーム ルミエール
とんでん　南郷通店
中山自動車工業
南郷の湯
南郷保育園
日蓮宗 顕本寺
ネッツトヨタ札幌　プラザあつべつ
ネッツトヨタ札幌　白石店
バイスバーサー
花の紫紅堂
東札幌病院
東白石中学校
びっくりドンキー　南郷通店
びっくりドンキー　ひばりヶ丘店
ヒューマンアカデミー
美容サロン SION
フジテックスデイサービス
プリティドック
フローラル彩花
平成苑
ペットタウン テン・テン　アリオ札幌店
ペットランド　イオンジャスコ平岡店
ヘヤーコレクション
ホーマック　菊水元町店
北雄ラッキー　菊水元町店
北都保育園
北開工営㈱
北海道新聞社
北海道綜合放送㈱
ホテルルートイン　札幌白石店
本郷幼稚園
マクドナルド　白石ルーシー店
誠寿司　本店
まこと保育園
みやさ菓子舗
もりもと　南郷通店
やきとり元太
焼肉徳寿　白石店
焼き肉バイキング ウエスタン　北郷店
やよい児童会館
郵便事業㈱　札幌白石支店
横山製粉㈱
吉田記念病院
ラ・パウザ 小麦の家　白石環状通店
ラルズマート　新北都店
リフレ札幌
理容室 Haru
ロイヤルホスト　白石店
ロイヤルホスト　南郷店
ワーカーズ・コレクティブ えこふりぃ
ワーカーズ・コレクティブ 仕出し弁当かまら～ど
ワンダードッグデリ

「白石でっち奉公」
事業受入協力企業一覧

平成21年度…児童・生徒受入協力企業合計…─…172
「白石でっち奉公」を実施するにあたり、上記受入事業所および区内各商店街、他多数の皆様のご協力をいただきました。

大変ありがとうございました。

発行：札幌市白石区 市民部 地域振興課


