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米里中学校… ……………… …4-5p
●洋服の青山　東苗穂店
●有限会社トータルプロジェクト　らーめん煖の里
●肉の割烹　田村　菊水元町店

東札幌小学校…… …………… …6-7p
●フローリスト　彩花
●北日本石油株式会社ローズアベニュー白石
●池田食品株式会社

白石中学校…… ……………… …8-9p
●リサイクルと環境雑貨の店
　ワーカーズコレクティブ　えこふりぃ
●やきとり元太
●誠寿司本店

幌東中学校…… …………… …10-11p
●白石消防署
●イタリアントマトケーキショップ　イーアス店
●有限会社札幌映像社

日章中学校…… …………… …12-13p
●白石区役所
●学校法人大藤学園　本郷幼稚園
●株式会社ジェイコム札幌

南郷小学校…… …………… …14-15p
●特別養護老人ホーム　ルミエール
●医療法人　東札幌病院
●札幌市東札幌図書館

北白石中学校… ………… …16-17p
●札幌市白石温水プール
●JOY　白石店
●びっくりドンキー　白石中央店

北都中学校… …………… …18-19p
●有限会社丸高ドライクリーニング
●独立行政法人国際協力機構
　札幌国際センター（JICA札幌）
●株式会社正文舎

柏丘中学校… …………… 20-21p
●サンピアザ水族館
●札幌市青少年科学館
●株式会社白石ゴム製作所

東白石中学校…… ………… 22-23p
●札幌市東札幌児童会館
●天然酵母のパン　e’satake
●大岡産業株式会社　札幌ゴルフセンター

平成23年度白石でっち奉公　実施概要
【参加校・実施日】

米里中学校	 ２年生	 7月12日
東札幌小学校	 ６年生	 9月13日
白石中学校	 ２年生	 10月19日
幌東中学校	 ２年生	 11月 1日
日章中学校	 １年生	 11月 4日
南郷小学校	 ５年生	 11月 8日
北白石中学校	 ２年生	 11月11日
北都中学校	 ２年生	 11月16日
柏丘中学校	 ２年生	 11月17日
東白石中学校	 ２年生	 11月25日

【参加者数】　区内小中学生� 1,588人

【受 入 先】　区内企業、団体、施設等� 198社

【主　　催】　白石区ふるさと会・白石区

【白石区ふるさと会】
　白石区を人情味あふれる素晴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。

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。
そのような想いから「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1,588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。

白石でっち奉公

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

この度は、お忙
しい中、職場体

験をさせていた
だき

ありがとうござ
います。

時間に間に合わ
ない者がいたり

とご迷惑をおか
け

してしまい、すい
ませんでした。

服のたたみ方を
丁

寧に教えていた
だきうれしかっ

たです。家では
、自

分でも服をたた
むようになりま

した。家などで
も、

そうじを積極的
にやっています

。職場体験がで
き

てよかったです
。

色々な体験させ
て頂きありがと

うございました
。

�

２年�Ｏ・Ｒ

Thanks Mail

お客様を迎える準備を通じて、
働くことの意義を感じ取る

紳士服が揃う「洋服の青山」東苗
穂店で、開店時間の10時から男子生
徒６人が始めたのは店内の清掃です。

２組に分かれ、まずは三脚に乗って
玄関のガラス戸を上から下へ、きれい
に拭いていきます。次はカバンやワ
イシャツの陳列棚へ移動。商品をいっ
たんよけて棚を拭き、また元に戻しま
す。陳列棚に並ぶワイシャツの総数
は約1,200枚。５、６枚ずつ重ねられ
ているワイシャツをよけては棚を拭
き、よけては拭きと、一生懸命作業を
するものの、なかなか終わりません。
みんな汗だくです。

そんな中、お客様が帰るときに、あ
る生徒が棚を拭きながら小さな声で

「 またのご利用をお待ちしています」

と言いました。接客指導はされてい
なかったのに、店員の方を見習って自
発的に声が出たのです。それを聞い
た店員の方が「声を出してみよう」
と提案し、みんなで掃除の手を止めて
あいさつの練習をしました。掃除に
戻り、最初は小さな声しか出なかった
生徒も、だんだん慣れてくると大きな
声で「 ありがとうございました」と
言えるように。「一番声が出ていた
ね」と褒められて、誇らしそうな表情
で掃除を続ける生徒もいました。
「 お客さまを迎える準備作業を通じ

て、働くことの意義を感じ取ってほし
い」という店員さんの意図が伝わっ
た場面でした。

「 らーめん煖の里」に隣接する工場
で、午前中にチャーシュー作りなどを
見学した男子生徒３人。店が混雑す
る昼食時を迎え、いよいよ店で接客や
ラーメン作りに挑戦です。接客担当
の生徒はオーダーを厨房に伝えます
が、緊張のあまり小さな声しか出てき
ません。一方、厨房で待機する生徒は、
厨房と店内を仕切るのれんがあるた
め店の様子がよくわからず、何をして
いいのか戸惑っている様子です。「『あ
りがとうございました』と聞こえて
お客様が帰ったら、食器を片付けて」
と、お店の方に促されてひとりが動き
出し、ほかの生徒も「洗い物はやりま
す」と積極的に働き始めました。

この日は、生徒たちは早めの昼食を

とることに。メニューは自分たちで
作るラーメンです。おいしいラーメ
ンには欠かせないめんの湯切りを練
習し、ゆで方の指導を受けながらラー
メン作りに挑みます。ゆで上がった
めんを湯切りして器に入れたら、お店
の方がスープを注いで、めんをほぐし
てくれます。そこにネギやめんまを
好きなだけ乗せて完成です。

自ら作ったラーメンをスープまで
きれいに平らげた生徒たち。中には

「接客や台所回りの仕事に興味がある
ので、食品関係の仕事がしてみたい」
という生徒もいました。今日の経験
が将来生かされる日がくるかもしれ
ませんね。

ここはレストラン「肉の割烹　田
村」の洗い場。女子生徒２人と男子
生徒１人がてきぱきと動いています。
１人は下がってきた食器の残飯を捨
て、下洗いのシンクへ。合間を縫って
コップも洗います。もう１人は一心
不乱に食器の下洗い。男子生徒は下
洗いが済んだ食器をかごに並べて、食
器洗浄機へ。「ブーッ 」と洗浄終了の
合図が鳴ると、食器を取り出して定位
置に戻します。

チームワークよく働く３人に「少
し教えただけなのに、みんな学習能力
がある」とお店の方も感心していま
す。

大中小の皿や茶碗、お椀にコップ
と、いろいろな食器が棚に集まってき

て、生徒たちは休む間もありません。
棚が空になったと思っても、すぐに
使い終わった食器が下げられてきま
す。お店の方が「 そろそろ昼食にし
ましょう」と声をかけますが、積み上
がる食器を見ると不思議と体が動い
てしまうようで、なかなか中断できま
せん。

ようやく昼食にありつけたのは午
後１時半過ぎ。１時間以上も立ちっ
ぱなしでしたが、あまりの忙しさに

「20分くらいに感じた」と言う生徒も
いました。そんな頑張りへのごほう
びに、お店から食後にアイスクリーム
のサービスが。声を揃えて「 おいし
い！」と言う３人は、労働の満足感も
一緒に味わったようです。

緊張がとけて、ようやく積極的に。
自ら作ったラーメンにも大満足！

洋服の青山東苗穂店

㈲トータルプロジェクトらーめん
煖の里

チームワークで大量の食器洗いを
こなした三人組に、頑張ったごほうびも！

肉の割烹田村菊水元町店
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北日本石油㈱　
ローズアベニュ

ー白石

「職業体験をさ
せていただき、

ありがとうござ
いま

した。なかなか
体験できないス

タンドのお仕事
を

させていただき
、とてもためにな

りました。ここ
で

学んだ事はいつ
か将来につなげ

ていきたいです
。

印象に残ってい
ることは、皆さ

んとお話したこ
と

です。とても楽
しかったし給油

の仕方やお客さ
ん

への対応の仕方
も優しくていね

いに教えていた
だ

きました。おか
げで大きな声を

出せるようにな
っ

たり、知らない
方と接しても緊

張しないで、上
手く

話せるようにな
りました。

短い間でしたけ
ど、笑顔の大切

さなども教えて
い

ただき、本当にあ
りがとうござい

ました。コスモ
石

油さんの元へ行
けて、とても良か

ったです。

�

６年�Ａ・Ｓ

Thanks Mail

個性が形になることを知った
初めてのフラワーアレンジメント

南郷通に店舗を構えるフローリス
ト彩花。建物内は想像以上に広く、事
務所や倉庫、打ち合わせのためのス
ペースまで確保してある、大きなフラ
ワーショップです。こちらにやって
きたのは、３人の女子児童。午前中は
店内の清掃や雑用などをこなし、午後
からはお待ちかねのフラワーアレン
ジメントに挑戦です。みんな口を揃
えて「 お花が大好き！」とはいうも
のの、初めての体験にやや緊張気味。
でも、先生役を買って出てくれたお店
の方のアドバイスを受けながら、小ぶ
りの花瓶に季節の花を次々と挿して
いきます。「時々、ちょっと遠くから
見たり、回して見たりするとバランス
よく仕上がりますよ」と教えられ、少

し考え込む場面も。それでも最後は、
ガーベラ、ケイトウ、カーネーション、
スプレーバラ、紫りんどうなどが彩り
よく飾られ、とてもきれいに仕上がり
ました。それに３つの作品には、３人
それぞれの個性がちゃんと発揮され
ていました。
「フラワーアレンジメントは技術

よりも、個人個人が持っているセンス
を形にするもの。だからみなさんも
いろいろなモノをたくさん見て、触
れて、感性を磨くようにしてください
ね」という先生の言葉に、大きくうな
ずいていました。

「 いらっしゃいませ」「 ありがとう
ございます」。元気な挨拶と、親切な
サービスが魅力のガソリンスタンド
をでっち奉公場所に選んだ、車好きの
男子児童５人。普段は、自宅の車の清
掃もあまり手伝わないそうですが、仕
事となれば話は別。お店の方が教え
てくれる、清掃のコツや接客マナーに
も熱心に耳を傾けます。お客さんが
来店するとパッと反応し、窓ガラス拭
き、洗車後のから拭き、接客のお手伝
いと、５人それぞれが役割を分担。「み
んな、積極的に動いてくれるから助か
ります」と、お店の方の評価も上々で
す。

全員、「初めて触った」という給油
ノズルの操作や、エンジンルームの点

検もガソリンスタンドならでは。特
にエンジンルームなど、みんな興味
津々にのぞきこんでいました。最初
こそ声も小さく緊張した顔つきでし
たが、慣れるにしたがって自然な笑顔
に。給油を終えたお客さんを見送る
ときも、「 ありがとうございました」
と大きな声が出るようになりました。
ガソリンスタンドの制服に身を包ん
だ小さな５人が揃って頭を下げる姿
に、お客さんまでがにっこり。その表
情を見て子どもたちは「 これからは
自宅の車にも、もっと関心を持ちま
す」と、ピカピカの笑顔で話してくれ
たのが印象的でした。

お菓子や創作豆を製造・販売する
池田食品。創業以来、60年以上続く
老舗の会社です。それだけに、原材料
の産地や味に対するこだわり、安全・
安心に対する気遣いは並大抵ではあ
りません。工場内に入るには持ち物
チェック、手や爪先の殺菌消毒、白衣・
帽子・マスク・手袋の着用など、衛生
管理や品質管理が徹底的に行われて
います。そこにお手伝いにやってき
た５人の少年たち。食品工場を見学
するのはみんな初めてです。「 こんな
に広いと思わなかった」「見たことの
ない機械ばかりでびっくり」「商品の
種類もすごくたくさんあるんですね」
と、率直な感想を口にしていました。

工場内での仕事は、機械操作によっ

て運ばれてきた豆を袋詰めし、それを
シーラーという機械で閉じる作業で
す。少しでも分量が違えば自動的に
ハネられるため、計量機を見つめる目
は真剣そのもの。次に、袋詰めされた
商品に欠けや変色など、異常がないか
を自分の目で確かめるという作業も
こなしました。その後、商品や原材料
が山のように積まれた各倉庫を案内
してもらって終了。「 お店で売られて
いるお菓子や豆は、こんなふうに作ら
れていたんですね」と、製造の過程を
学んだ、有意義な１日でした。

自分ができる仕事を見つけて
積極的に動くことが何より大切

フローリスト
彩花

北日本石油㈱ローズアベニュー白石

知らなかったことを学ぶ
そこに新たな興味が生まれる 池田食品㈱
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やきとり元太

先日は大変お忙
しい中、私たち

の職業体験のた
め

に、大切な時間
をさいてまで協

力していただき
誠

にありがとうご
ざいました。分

からないことが

あったり失敗を
したりして大変

迷惑をおかけし
ま

した。

元太さんの皆様
とお昼ご飯をい

ただいたり、ぼ
く

たちが緊張して
いる中楽しい会

話、焼きとりの
焼

き方、くしのさし
方などありがと

うございました
。

�

２年�Ｎ・Ｙ

Thanks Mail

手をかけると物は必ず売れる
商品の販売に初挑戦

「 えこふりぃ 」は、リサイクル品の
販売を中心に、環境雑貨や自然食品、
手作り品などを扱う本通商店街にあ
るお店です。カフェのスペースもあ
り、地域に根差したお店は常連のお客
様で絶えず賑わっています。ここで、
２人の女子生徒が販売の仕事に挑戦
しました。
「 お店での接客が楽しみ」と、や

る気に満ちあふれた2人には、商品の
ディスプレイや値段付けなど、たくさ
んの仕事が用意されていました。お
店の方は仕事を丁寧にこなす女の子
たちの姿を、「 こちらの言うことを
すぐに理解してくれて、とても優秀で
す」と温かく見守っています。

仕事にも慣れてきたころ、２人は

お客様の目に留まりやすいレジ横の
ディスプレイを任されました。お店
の方の「少し手をかけてあげるだけ
で、物は必ず売れる。小売業の楽し
さを知って欲しい」という思いが伝
わったのでしょう。「 どうしたら全部
の商品が見えるかな」「小さい物を
前に出してあげたら、見やすくなるか
な」と、自分たちなりに工夫して商品
を並べていきます。その横顔は真剣
そのものです。思いを込めながら飾っ
た商品は、一つひとつが輝いていまし
た。
「商品をたくさんの人の手にとって

もらいたい」と笑顔で語る２人は、商
品の魅力を引き出す楽しさを知った
ようです。

おいしそうな焼き鳥の香りでいっ
ぱいのお店「 やきとり元太」は、学校
のすぐそばにあります。「部活の送別
会で来たことがあります」という野
球部の男子生徒２人。今回は、お客様
ではなくお店の一員です。掃除や接
客、キャベツの千切りなど、与えられ
た仕事に真剣に取り組みます。

初挑戦の接客では、大将から「器の
外側に焼き鳥のタレがついていたら、
拭いてからお客様に渡すように。お
客様の目線で考えなさい」と教えても
らい、すぐに実践します。「 やっぱり
緊張します。料理の置き方を考えた
り、意外と難しい」と言いながらも、お
茶を出す際には「 お熱いので気を付
けてください」と心遣いを見せまし
た。大きな声で「 いらっしゃいませ」

「 ありがとうございます」とお客様に
呼びかけ、お店を盛り上げます。「家
でも食器を洗ったり、手伝いをしてい
る」「夕食づくりを手伝ったり、たま
には一人で料理することもある」と言
うだけあって、食器の後片付けは手慣
れたもの。その様子を見て大将も「優
秀な生徒たちだ。率先して動くし、元
気もある」と微笑みます。

大将が「一番難しい」と言う焼き
鳥の串打ちでは、１本１本の串を規定
の重さに揃えるのが思いの外難しく、
大苦戦しました。大将の「頭を使え」
というアドバイスを受け、時間をかけ
て完成させました。

２人はこの日、さまざまなことに挑
戦して、心遣いの大切さと難しさを学
びました。

お寿司屋さんの就業体験にやって
きたのは、男子生徒４人。最初に体験
したのは「裏方の仕事」、エビの殻む
きとイカの皮むきです。エビはしっ
ぽが取れてしまったり、タマゴがきれ
いに取れなかったり、失敗作もたくさ
んできました。イカはヌルヌルとす
べる皮に苦戦し、握力がなくなった
ように思えるほど大変でした。でも、

「 １時間が10分に感じるほど、あっと
いう間だった」と集中した様子です。
４人はそれぞれに自分なりのコツを
つかみ、「自分が一番上手」と自慢し
合っていました。

仕込みの次は、接客です。４人は、
寿司屋らしい威勢のいい声で「 い
らっしゃいませ」と、お客様を迎えま
す。「接客には関心がなかった」とい

う生徒も、お店の方の指示に従って食
器の片付けをしていくうちに、自ら率
先して仕事を手伝うようになりまし
た。その傍らでは、板前の方が鋭くも
温かいまなざしを向けていました。

最後は、念願の寿司を握らせてもら
います。空気を入れるように握るの
がコツと教えられますが、難しくてつ
い大きめになりがち。口数少ない板
前の方は「普段、寿司を握る機会はほ
とんどないから、とりあえず体験して
少しでも将来のプラスにして欲しい。
自分でやってみないと分からないか
ら」と、語ります。

４人は初めての仕込みや接客の経
験で、職人さんの鮮やかな手さばきの
裏にある、地道な苦労を感じ取ったよ
うでした。

接客の体験で
他人に対する心遣いを学ぶ

リサイクルと環境雑貨の店ワーカーズコレクティブえこふりぃ

やきとり
元太

体験して分かる
地道な積み重ねの大切さ 誠寿司本店
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白石消防署

このたびは私た
ちのために、貴

重なお時間をさ
い

てご指導いただ
き、本当にあり

がとうございま
し

た。今回の職場
体験をとおして

、わたしは、人の
命

を助けることは
自分も命がけな

んだなというこ
と

を学びました。
また、１分もか

からないで出動
す

るということは
とてもすごい事

だなと感動しま
し

た。これから、
人の命の大切さ

を忘れずに、毎
日の

学習に力を入れ
ていきたいと思

います。

�

２年�Ｋ・Ｉ

Thanks Mail

はしご車の乗車や放水体験で
消防の「勇気」と「力」を経験

防火・防災に関する知識や災害時
の行動を学べる「札幌市民防災セン
ター 」が併設されている白石消防署
で、６人の生徒が消防の仕事の一部を
体験しました。迫力ある消防車の姿
を間近に見ながら「ボンベを背負う」

「ホースで放水する」「 はしご車に乗
る」という、３つの作業に挑戦します。

最初は、ボンベを背負ってみてそ
の重さを体験。この重たいボンベを
背負ったままで作業することを考え

「大変な仕事なんだ…」と、仕事の厳
しさを実感していました。次の放水
体験では、水圧に負けそうになりなが
ら２人１組で必死にホースを支えて、
ペットボトルの的に水を当てました。
生徒たちは想像以上の水圧の強さを

知り、軽々とホースを扱う職員の方々
を尊敬の眼差しで見ています。

最後は、はしご車の乗車体験です。
ヘルメットをかぶり、命綱をつけて乗
り込みます。26メートルまで上昇す
るはしごは、ビルの８階まで届くほど
の高さです。延びていくはしごから
手を降る余裕のある生徒もいれば、
ちょっと緊張気味な表情を浮かべる
生徒も。この日は晴天。26メートル
の高さからは、札幌市内を一望するこ
とができました。

３つの訓練を通じ、体力と勇気が必
要な厳しい仕事だということを実感
したと同時に、自分たちの安全を守っ
てくれている職員の方々に、感謝の気
持ちが芽生えた体験となりました。

白石消防署

大型ショッピングセンターの中に
ある「イタリアン・トマト ケーキ
ショップ」で、ケーキの包装や接客を
体験したのは女子生徒３人。パティ
シエに興味があったり、家でもお菓子
作りをするという３人は、美しく並ぶ
ケーキに興奮気味でした。

まず、ケーキ工場から届いたケーキ
をカットして、フイルムで包装する裏
方の仕事を体験します。カットする位
置にお店の方が印をつけ、生徒たちが
ナイフを使って慎重にカットします。
そして、カットしたケーキを一つずつ
丁寧にフイルムに包んでいきますが、
フイルムにクリームがつきそうになっ
たり、タルトの底が滑ったりと、なかな
か思うように包めません。お店の方に
アドバイスしてもらったり、自分たち

でもうまく包む方法を相談しながら、
何度もやり直します。ケーキがおいし
く見えるかどうかは、包装の出来栄え
にも左右されるとお店の方に教えら
れ、手際よりも美しさを心がけて、なん
とか作業を終えました。

接客では、注文を受けてケーキを箱
に詰めていきます。ケーキが崩れな
いように慎重にトングを扱い、詰め終
えた箱の中をお客様に見せて確認し
てもらいます。緊張の連続で作業を
進める中、「 ありがとう」と微笑むお
客様の顔を見て生徒たちもホッとし
た表情を浮かべました。

ケーキを美しく、おいしそうに見せ
る工夫もサービスのひとつであるこ
とを学んだ、ケーキショップの体験で
した。

札幌映像社は、証明写真や卒業アル
バム、結婚式の撮影などを行う写真ス
タジオです。今回は、男子生徒４人が
仕事の体験にやってきました。

スタジオ内でお互いの証明写真を
撮影して少しカメラに慣れた後に、自
分で被写体を選んでの撮影に挑戦し
ました。「高価なカメラだと聞いて、
扱いに少し緊張します」と、プロ用の
重たいカメラを抱えながら外に出て
いきます。花や空などの自然の姿や、
友達の様子、街の景色や建物など、感
性の赴くままにシャッターを押して、
たくさんの写真を撮影しました。

スタジオに戻って写真をプリント
してもらい、撮影した写真を使ってア
ルバムの編集を行ないます。アルバ

ム編集は２時間の時間制限付き。４
人はお互いの写真にワイワイと意見
を言い合いながら、それぞれ10枚ず
つ写真を選びました。それから並べ
る順番を決めて台紙に貼り付け、アル
バムを見る人のことも考えて説明も
加えていきます。ところが、最初の写
真選びに時間をかけたせいか、あっと
いう間に制限時間が迫ってきてしま
いました。後半の編集作業は急ピッ
チでアルバムを仕上げるために、４人
は黙々と手を動かすことに専念して
いました。

苦労して作ったアルバムは、自分だ
けのオリジナル。大切そうに抱えて
ステキな思い出を持ち帰ることがで
きました。

ケーキショップの舞台裏で
包装や接客を体験

イタリアントマトケーキショップイーアス店

センスと感性を生かした写真撮影
思い出のアルバムを編集

㈲札幌映像社
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㈱ジェイコム札
幌

今回の職業体験
では、J:com札

幌さんの職員の
皆

様がどのような
仕事をしている

のかがよくわか

り、とても勉強に
なりました。あ

りがとうござい
ま

した。
そちらでは、『

TV番組』をど
うやってつく

るの

か、インターネ
ットや電話、J:

comさんのサー
ビ

スをどうやって
各家庭に届ける

のか、またJ:co
m

札幌さんという
会社は、どうい

う仕組みの組織
な

のか、などJ:co
mさんの行う「

仕事」というも
の

がどういうもの
なのかよくわか

りました。今回

の職業体験学習
で「働く」とい

うことに興味を

持てました。こ
の度は、大変お

世話になりまし
た。

�

１年�Ｇ・Ｓ

Thanks Mail

「 ありがとう」の言葉に手応え
誠実に向き合えば気持ちは伝わる

「時々、態度や話し方を注意される
ので、今日はきちんと振る舞えるよう
がんばりたい」と、背筋を伸ばし、緊
張した面持ちで案内窓口に立った３
名の男子生徒。白石区役所で、訪れた
方々を目的の場所まで案内する仕事
に挑戦します。

事前に正しい言葉遣いとお辞儀の
仕方を教わり、いよいよ実践です。職
員の方は「区役所にはいろいろな年
代の方や、障害のある方もいらっしゃ
います。この体験を通して思いやり
のある対応ができるようになってほ
しいですね」と、生徒たちを見守りま
す。コピー機まで年配の方を案内し
た生徒は、機械の使い方も尋ねられ、
コピーのお手伝いをしました。初対
面の方への応対と、慣れないコピー機

の操作にドキドキしていたようです
が、その必死な姿に来庁者の方も温か
な目を向けてくださいました。ほか
の生徒たちもお手洗いや各種手続の
窓口など、不安そうな足取りで案内し
ます。

対応を終える度にほっとした顔に
なる3名に感想を聞くと「 あがってし
まい、教えてもらったお辞儀をうまく
できなかったのが残念」「上手にでき
なかったけれど、ありがとうと言って
もらえて嬉しかった」「普段接するこ
とのない年代の人がたくさん来るの
で、相手のことをよく考えて行動しな
くてはいけないと思った」と、はにか
みながら答えてくれました。相手を
思いやることの大切さや、丁寧に接す
ることの意味を実感できたようです。

白石区役所

「笑顔で優しく接しよう」という意
気込みで男女8名の生徒が向かったの
は、園児たちの元気な声が響く本郷幼
稚園。２名ずつ４組に分かれ、園児た
ちのお世話やお遊戯会の練習を見学
し、楽しい時間を過ごしました。

年少のぺんぎん組を訪れた男子生
徒２名は、園児たちに囲まれてブロッ
ク遊びの相手をしつつ「話し方も仕
草もかわいい」と目を細めます。あ
ひる組で人気者になった女子生徒た
ちは「並ばせたり静かにさせるのは
大変。でも、注意をちゃんと聞いてく
れて嬉しかった」「人見知りせず懐い
てくれたので、すぐに緊張がとけまし
た」と、ニコニコ顔でおもちゃを片付
けます。うさぎ組に入った女子生徒
たちも「 お姉さん、遊んで！」という

愛らしい声に満面の笑み。「喜んでく
れて嬉しい。もっと仲良くなりたい」

「将来は保育士になりたいので、先生
の仕事をたくさん学びたいです」と、
話してくれました。年長のふじ組担
当の男子生徒たちは、「愛情のある厳
しさを持ち、子どもたち全員に目配り
している先生はすごい」と感心しき
り。先生の仕事ぶりに刺激を受けな
がら、園児たちのお世話に奮闘してい
ました。

廊下を走る園児に気付いた生徒が、
「危ないから走っちゃダメ！」と慌て
て声をかける場面もありました。園
児たちの安全に気を配るのも大事な
仕事。この体験で、子どもが好きで楽
しいだけでは、幼稚園の先生は務まら
ないことも学んだようです。

ケーブルテレビ、電話、インターネッ
トのサービスを提供するJ：COMに、
好奇心旺盛な男子生徒５名が訪れまし
た。この日は番組収録も体験します。

業務内容の説明を受け、続いてスタ
ジオ見学、LANケーブルの制作体験
をし、いよいよ番組収録です。職業体
験の感想を話す1分ほどの収録で、こ
れは実際に放送されるとのこと。カ
メラの前の５名は少し硬い表情でし
たが、声を合わせる場面やお辞儀の
間合いの相談にチームワークのよさ
が見えました。数回の練習の後、つい
に本番。張りつめた雰囲気の中で上
手に話せた生徒たちは、スタッフの方
の「一発OKです」の声に安堵の笑み
を浮かべます。収録後はすぐに編集
です。今撮った映像に演出効果を施

しBGMをつける作業を食い入るよう
に見つめ、説明には真剣に耳を傾けま
す。「 たった１分の映像にも多くの人
が関わっています。みんなが心をひ
とつにし、総合的な考えを持って仕事
をすることが大事」という話にも感
じるものがあったようです。また、分
かりやすく伝えるための工夫や規則
がたくさんあることを知り「今日か
らテレビの見方が変わると思う」と
語る生徒や、プロの仕事ぶりに「頭の
回転も行動も早い。見習いたいです」
と刺激を受けた生徒もいました。

最後はチラシの封入作業。多くの
人々が番組を支えていると知った彼
らは、地味な作業も真面目に取り組ん
でいました。

かわいい園児たちとの触れ合いで育った、
深い愛情と細心の注意力

学校法人大藤学園本郷幼稚園

番組制作の裏側に興味津 ！々
初めてのテレビ出演も経験

㈱ジェイコム
札幌
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札幌市東札幌図
書館

先日の白石でっ
ち奉公では大変

お世話になりま

した。図書館の
仕事で楽しかっ

たことは、予約
の

本を見つけたり
、運ばれてきた

本を元の場所に
戻

すことです。大
変だったことは

、たくさんある
本

の中から１冊の
本を探すことで

す。私は学校で

図書委員会をや
っているので、

とても勉強にな
り

ました。ありが
とうございまし

た。

�

５年�Ｋ・Ｔ

Thanks Mail

おじいちゃん・おばあちゃんへの
思いやりが深まった日

「 おじいちゃん、おばあちゃんのこ
とが大好き！」と、口を揃える児童６
人が選んだ訪問先は、東札幌にある
特別養護老人ホーム「ルミエール」。
この施設は規模も大きく、入所してい
る方やショートステイの方、デイサー
ビスを受けに来る方など、利用者は多
種多様です。また、地域の人たちとの
コミュニケーションづくりにも積極
的で、小・中学生はもちろん、近くの
幼稚園児も頻繁に受け入れています。
それだけに、施設を利用している方た
ちも小さな訪問者を、まるで孫かひ孫
のように歓迎し、遊びに来てくれるの
を心待ちにしているそうです。

児童たちは２人一組になり、３フロ
アに分かれて各利用者のもとへ向か

います。そして、簡単な計算問題や間
違い探しなどの頭のトレーニング、折
り紙を使った指先の運動、集団での体
操やボール遊びなどを、一緒になって
楽しみました。でも、車イスに乗った
方や障がいの重い方を、職員みんなで
介助する様子を間近にすると、子ども
たちも仕事の大変さを感じたようで
す。それと同時に、高齢者に対するい
たわりの気持ちや優しさも深まった
のでしょうか。「 これからは今まで
よりたくさん、おじいちゃん、おばあ
ちゃんの家に行くようにします」と、
明るい笑顔で話してくれました。

特別養護老人ホームルミエール

病院は人の命を預かる責任重大な
職場。それだけに、失敗や気を抜くこ
とは決して許されません。その厳し
い仕事の現場を直に見てみたいとい
う思いと、患者さんたちとふれあいた
いという思いを胸に、東札幌病院を訪
れた４人の児童。「私たちの仕事は、
患者さんを家族のように思って接す
ることが、何より大切なの。それと患
者さんの立場になって、患者さんが
してほしいことに気づくことも大切
ね」。ベテラン看護師さんの言葉に神
妙な顔でうなずきます。

児童たちは、病院内を忙しそうに動
き回る看護師さんやスタッフの方々
の雰囲気に圧倒され、初めはどうした
らよいのか戸惑った様子でした。で

もベッドシーツの交換や、アルコール
消毒液を使ったドアや手すりの清掃、
生理食塩水を注射器に詰める模擬体
験や、お風呂上がりの患者さんの髪を
ドライヤーで乾かすお世話、昼食やお
茶のポットを各病室に運ぶといった
仕事を次々とこなすうちに、少しずつ
ペースがつかめてきたようです。そ
れに、患者さんから「 ありがとう」と
言われて、「病院を職場体験に選んで
よかった！」とうれしそう。児童の
中には母親が看護師さんという子や、
将来の夢はお医者さんという子もい
ました。きっと仕事のやりがいを感
じ取った有意義な1日になったことで
しょう。

一 般 書 と 児 童 書 を 合 わ せ て 約
８万７千冊の蔵書がある東札幌図書
館。大勢の人が利用する区の公共施
設で、就労体験にやってきた5人も、た
まに来るそうです。程度の差はあっ
ても、やっぱりみんな本が好き。読書
感想文を書いたのがきっかけで本好
きになった子や、学校の図書委員の
子、獣医さんになりたいので鳥類図鑑
で勉強するという子もいました。

この日の主な仕事は、返却された本
を元の棚に戻すことと、予約の入った
本を探すことです。でも、棚がたくさ
んあるので所定の位置が分からず、み
んな、本を抱えたまま行ったり来たり
しています。一般書は「習っていな
い難しい漢字もある」ので、余計に時

間がかかります。さらに、ほかの区の
図書館から予約があった本を、それぞ
れの棚に振り分けるのもすべて手作
業です。しかも立ったままの作業な
ので、意外なほど疲れる仕事だと知り
ました。「 もっと機械化されていると
思っていた」と答える児童たちは、図
書館の仕事内容や大変さを少し理解
したようです。最後はカウンターの
中に入って接客の仕事です。返却さ
れた本のバーコードを読み取って、パ
ソコンの画面で確認するという体験
もしました。
「前よりもっと本が好きになった」

と話す児童の、明るい表情が印象的で
した。

忙しい医療現場で感じ取った、
仕事のやりがい

医療法人東札幌病院

学校の図書館とはまるで違う、
業務の大変さを実感

札幌市東札幌図書館

14　　　平成23年度 白石でっち奉公 南郷小学校　　　15
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札幌市白石温水
プール

職業体験に行か
せてもらってあ

りがとうござい
ま

した。
印象に残ってい

ることは、仕事の
大変さです。

ずっと立って働
くのは、とてもつ

かれました。

お金を数えた、
売店では、お金

を使うのは責任
があ

るので、大変でし
た。計算もピッ

タリあったので
良

かったです。

あと、売店での、
レジ・品並べ・

名札をつけるの
は、

本当に働いてい
るみたいで楽し

かったです。

今回学んだこと
は、接客に対し

てのあいさつの
笑

顔、姿勢、相手の
気持ちを考える

ことです。

とても良い経験
になったので、

今回のことを大
人

になって働いた
ときにいかした

いなと思います
。

ありがとうござ
いました。�

２年�Ｋ・Ｔ

Thanks Mail

まずはしっかり挨拶を！
コミュニケーションの大切さを再確認
顔写真入りの名札を首から下げ、少

しはにかんだ笑顔を見せる男子生徒
２名と女子生徒１名。白石温水プー
ルで受付、売店スタッフ、監視員の仕
事を体験します。

受付は、毎週ここに通っているとい
う女子生徒が担当です。利用者が来た
ら「 こんにちは」と挨拶して受付に
誘導します。「挨拶をしたとき、利用者
の方に『 こんにちは』と返してもら
えると嬉しい気分になりました。次に
来るときは、今まで以上にしっかりと
挨拶しようと思います」と話します。

その頃、売店担当の男子生徒は、商
品の補充や整頓をしていました。「手
を洗ってから陳列作業をしたり、商品
が見やすいように配慮していること
を初めて知りました」と、接客に至る

までの大事な心掛けを学び取ってい
ました。

監視員に挑戦した男子生徒は、監視
台の上でプールを見渡していました。

「疲れた様子の人や顔色が悪い人には
声をかけ、ピアスや腕時計は外すよう
に注意を。話かけやすくなるには、最
初にきちんと挨拶をすることが大事
です」という職員の方の話に深くう
なずき、緊張と温水プールの熱気で喉
をカラカラにしながらもひたむきに
取り組んでいました。

どの持ち場でも職員の方々が強調
していたのは、きちんと挨拶をして利
用者とのコミュニケーションをしっ
かり図ることでした。生徒たちは改
めて挨拶の大切さを噛みしめていた
ようです。

札幌市白石温水プール

「働くことの苦労をしっかり学びた
い」という思いでこの日に臨んだ男
女10名の生徒たちは、活気あふれる
スーパーで商品の品出し作業を体験
しました。バックヤードから商品を
運ぶ係と、運ばれた商品を陳列する係
が２〜３名ずつ組になり、店内のあち
らこちらで大量の品物と黙々と格闘
しています。

食品の品出しは、賞味期限や消費期
限が早いものを手前に並べるのが鉄
則です。男子生徒はパッケージの日
付を確かめながら「商品が賞味期限
の順に並べられていたなんて知らな
かった」と、“陰の手間”に驚いてい
ました。女子生徒たちからは「棚の
下段の補充は、立ったりしゃがんだ
りを繰り返すので重労働だとわかり

ました」という声も聞こえ、表情には
うっすらと疲れの色が表れています。
また、様々な品物を扱うスーパーで
は、置き場所を見つけるのも一苦労で
す。補充する商品を手に「 きっとこ
の辺りだと思うんだけど…」と、懸命
に探す姿もありました。

スーパーという身近な職場を体験
した10名でしたが、客の視点では見
えなかった事柄をいくつも発見でき
たようです。また、「店員さんのさり
げない気配りや笑顔での接客が印象
的だった。僕がお客さんなら、絶対に
またこの店に来たくなると思った」
と話す生徒もいました。今回の体験
で、心地よい疲れとともに“ お客様の
ために”という誠実さの重要性を実
感できたようです。

大好きな、びっくりドンキーでの職
業体験に、意欲満々の男子生徒３名。
まずは緑のエプロンを着けてホール
スタッフの仕事を体験します。賑わ
う店内でお客様に水を注いだり食器
を下げたり、初めての経験ながら手際
よくできたようです。

お昼時が過ぎると、キッチンスタッ
フに挑戦です。白いユニフォームに
着替え、最初はサラダの盛りつけで
す。お手本を見せてもらい実践しま
すが、野菜を規定の量にするのも、形
よく崩れないように盛りつけるのも
思った以上に難しい作業です。続い
て、いよいよハンバーグを焼くときが
きました。スタッフの方の説明に小
さく頷きながら、焼いている手元を見
つめる表情は、真剣そのもの。実際に

焼かせてもらい、片面に焼き目が付い
たものをひっくり返す場面では、この
日一番の緊張が走りました。うまく
裏返しにでき、ジューッといういい音
が聞こえると、やっと笑顔がこぼれま
した。

一連の経験をした生徒たちは「自
分が作ったものが、まさかお客様に
出されるとは思わなかった。緊張し
た！」「飲食店の仕事にとても興味が
わいた。将来は飲食業に就きたい」

「ドキドキしたけど楽しかった。で
も仕事は楽しいだけではなく、責任感
もなくてはいけないとわかった」と、
いきいきした表情で感想を話してく
れました。仕事でしか得ることので
きない喜びを体感し、充実した1日に
なったようです。

思った以上に重労働
身近な場での様々な発見

JOY
白石店

接客、調理、食器洗い
一連の仕事を通して感じた喜びと責任

びっくりドンキー白石中央店

16　　　平成23年度 白石でっち奉公 北白石中学校　　　17
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独立行政法人国
際協力機構

札幌国際センタ
ー（JICA札幌）

11月16日の職
場体験学習では

、仕事の大変さ
と、

一つ一つの仕事
の大切さがとて

もよくわかりま
し

た。お客さんの
ことをよく考え

ていたり、お客さ
ん

との接し方など
、色々な事を学

ぶ事が出来まし
た。

JICAさんの本来
の仕事の内容を

詳しくていねい
に

説明してくださ
ったのでとても

わかりやすく知
る

事が出来て、良
かったです。館

内では、世界の
民族

衣装を見る事が
出来たり、外国

の方とお話をす
る

事が出来たり、良
い経験となりま

した。今回はお
忙

しい中、私達の
ためにお時間を

作っていただき
、本

当にありがとう
ございました。

今回の経験は、今
後

の生活に役立て
ていきたいです

。また、将来とて
も

大きな意味のあ
るものになると

思います。� ２
年�

Ｍ・Ｏ

Thanks Mail

仕事の手順や仕組み、
接客の心得を教えられた１日

歴史ある本郷商店街の誕生にも貢
献している「クリーンライン　マル
タカ」。それだけに、地域住民との結
びつきをとても大切にしているそう
です。子どもたちのでっち奉公にも
理解が深く、厳しい中にも優しく思
いやりのある指導をしてくれると評
判の会社です。そこを訪れた女子生
徒２人。「今日は、あなたたちを社員
と同じように扱います。だから一生
懸命仕事を覚えてください」という
言葉に、表情がキリリと引き締まりま
す。タイムカードを押してエプロン
とネームを付け、開店前の掃除を終え
ると、手初めに接客の心得を教わりま
した。
「仕事の基本はまず挨拶から。対

応はいつも笑顔でね」と言われ、うな
ずく２人。ちょっと照れながらも、来
店した常連客に明るく挨拶します。
注文を受けるときはもちろん、仕上
がった洗濯物をお客様に渡すときも
絶対に間違いがないように、何重にも
チェックします。「 ここで生まれた信
頼関係が、お客様との長いおつきあい
につながっている」と気付いたよう
です。

この日は自分たちが持ち込んだ制
服が、プロの手でどのように仕上がる
のかを確認し、料金体系を学び、銀行
へ行って両替も体験しました。忙し
い１日でしたが、その経験や知識は社
会に出てからきっと役に立つことで
しょう。

㈲丸高ドライクリーニング

JICA札幌は、開発途上国の研修員
たちが日本の高い技術や様々な知識
を習得するために来たときに、彼らを
受け入れるために作られた国際交流
拠点です。それだけに、館内にはアフ
リカ、中央アジア、ロシアなど世界各
国の研修員が出入りしていて、じつに
インターナショナルです。ここを職
場体験に選んだ生徒10名も、「本当
にいろんな国の人たちがいるんです
ね。肌の色や言葉もみんな違う！」と、
驚いていました。

ここで生徒たちは３つのグループ
に分かれて、フロント業務・宿泊部屋
の清掃・レストランの手伝いをロー
テーションでこなしました。レスト
ランやフロントは、外国の方との会話
が必須。研修員の方々は、日本語が

話せる人も、話せない人もいます。そ
のため、生徒たちは慣れない英語を使
い、身振り手振りも加えてしどろもど
ろになりながらコミュニケーション
を図ります。「話しかけられてドキド
キした」という生徒もいました。

室内清掃はそんな苦労がない代わ
りに、部屋数が100室近くあるため、
大忙しです。「 いつもは自分の部屋も
親にやってもらう」という男子生徒
も、ふうふう言いながらお風呂掃除や
拭き掃除に汗を流していました。

この日、身振り手振りで外国の方と
コミュニケーションができたうれし
さや、日本と国際社会のことも少し学
べたことは、きっといい勉強になった
に違いありません。

ガシャーン、シュルル、ガシャーン、
シュルル…。工場内に響く大きな機
械音と、紙やインクの匂いが立ち込め
る印刷会社「正文舎」を訪れたのは、

「製造業に興味があったから」と話
す男子生徒２人。足を踏み入れた途
端、「見たこともない機械ばっかり！」

「 ものすごいスピードで、みるみる印
刷されていくよ！」と、驚くことばか
りです。それもそのはず。この工場
には、印刷前のデジタルデータを出力
する機械と大きな印刷機が２台、断
裁・折り・製本までがフル自動化に
なった大型機械まで揃っていました。

いま印刷工程の大部分は機械任せ
ですが、インクの補充や紙の詰まり・
ズレ・引っかかり、仕上がりなどを

チェックするのは、やはり人間の目と
経験が頼りです。２人は社員の方の
チェックや作業工程を興味深く観察
しながら、出力機の操作盤を触らせて
もらい、実際に印刷機へインクを補充
しました。最後に、納品する印刷物の
紐掛けまで体験させてもらった２人
は、「 まるで職人さんになった気分」

「カラー印刷が４色でできているなん
て知らなかった」と口々に話します。
また、でっち奉公の記念に「人生初」
という名刺とハガキを印刷してもら
い、とてもうれしそうにしていまし
た。

日本と開発途上国の人たちを結ぶ
国際拠点で、貴重な就業体験

独立行政法人国際協力機構札幌国際センター（JICA札幌）

見たこともない機械に目を白黒。
自分の名刺を作ってもらってニッコリ ㈱正文舎

18　　　平成23年度 白石でっち奉公 北都中学校　　　19
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㈱白石ゴム製作
所

この度はお忙し
い中、職場訪問

をさせていただ
き、

ありがとうござ
いました。今回

の体験を通して
、

色々なことを学
びました。小林

さんのお話では
、

「働く」という
のはどういうこ

となのか、考え
させ

られました。自
分のためだけじ

ゃなくて、誰か
の

ために何かをや
りとげるのは、

とてもすごいと
思

います。良いお
話を、ありがとう

ございました。
作

業の方では、指
示されたことを

正確に行わなけ
れ

ばいけないので
緊張しました。

自分が作った物
が

誰かに届くと思
うと、達成感がわ

きました。これ
が

「働く」という
ことなんだなぁ

、と少し分かっ
た気

がします。どれ
も初体験のこと

ばかりで、とても
た

めになりました
。一つの目標に

向かって努力を
す

る、ということ
を忘れずにこれ

からも生活して
い

きたいです。ま
だ将来の夢は決

まっていないの
で

すが、その仕事
に責任をもって

最後までやりと
げ

られるようにが
んばりたいと思

います。

�

２年�Ｙ・Ｎ

Thanks Mail

表側からではわからない、
エサと水の管理の難しさを学習

市内で唯一の都市型水族館である、
サンピアザ水族館。交通の便も良く、
気軽に利用できることから、とくに小
さな子どもや家族連れに根強い人気
です。ここを就労体験先に選んだの
は、「年に何度かは必ず来ます」とい
う、男子生徒４名。この水族館には約
200種・１万匹の海の生物がいて、そ
の管理や飼育はとても大変です。そ
れを知るために４人はまず、スタッフ
の方と一緒に水族館の裏側に入らせ
てもらいました。

最初に見せてもらったのは「エサ
場」と呼ばれる大きな台所です。ア
ザラシのような大型の生物や巨大魚
もたくさんいるので、１日に作るエサ
の量も半端ではありません。そして

最も気を遣うのが水の管理。水が汚
れたら、もちろん取り替えなければな
りませんし、酸素だって必要です。海
水魚と淡水魚がいれば、寒流や暖流の
魚もいます。そういった魚の生態に
合わせて、エサと住む環境を整えてや
ることがいかに難しいかを説明され、
生徒たちは認識を新たにしたようで
す。

実際に体験した作業はペンギン水
槽の掃除や、エサづくり、魚のサーカ
スショーなどのお手伝いでしたが、

「 いかに大変か分かりました」とのこ
と。最後は「 これからは、裏方さん
の苦労を思いながら水族館に来ます」
と締めくくってくれました。

サンピアザ
水族館

楽しんでいるうちに自然に科学が
学べる、札幌市青少年科学館。テーマ
は“見て・触れて・考える”です。
昭和57年のオープンから30年、親子
２代にわたって訪れる人も少なくな
いそうです。ここに、でっち奉公に
やって来たのは、「科学はおもしろい
から大好き！」と明るく話す男子生徒
５人組。その日はプラネタリウムの
機械点検日だったので、ちょっぴり残
念そうでした。でも、小学校低学年の
子どもたちを対象にした『冬休み工
作キット』づくりの真っ最中だった
ので、みんなでそのパーツ作りをお手
伝いしました。工作キットは『クマ
の綱渡り』と『南窓の星空』の2種類。
電池もゴムも使わないのに、ちゃんと

動くから不思議です。「小さな子ども
たちが、これを組み立てる姿が想像で
きます」と、５人は黙々と手を動かし
ていました。

午後からは、訪れた子どもたちの
前で『浮沈子（ ふちんし＝ボトルを
ギュッと握ると中の浮きが沈み、手を
離すとまた浮かんでくる楽しいおも
ちゃ ）』の説明も披露しました。ここ
は科学のテーマ館なので一見華やか
に思えますが、受付や解説をするわず
かのスタッフを除けば、残りの40名
近くは裏方の職員さんです。その仕
事の地道な苦労を少し理解した５人
でした。

工業用ゴム製品の製作や加工で、高
い技術を誇る白石ゴム製作所。受注
するのは、大量生産できないオーダー
品がほとんどだそうです。そこを訪
れたのは、「製品が生まれていく過程
をしっかり学んでみたい」と張り切
る５人の中学生です。その中には「製
造する技術に興味があった」と笑顔
で話す、女子生徒も２名います。

工場内にある機械や刃物はどうし
ても危険を伴うため、初めに安全講習
をしっかり受けてから作業に取りか
かります。まず、廃材のゴムで型抜き
作業の練習をしてから、いよいよ本
格的にスタートです。５人はそれぞ
れ、型抜きのプレス機を使う係、木型
を当ててカッターで切り出す係を交

代で体験しました。初めは緊張して
「難しい」と手こずっていた生徒も、
次第にコツをつかんでいったようで
す。その仕上がりを社員の方に見て
もらったところ、「 とても今日だけ
で覚えたとは思えません」と言われ、
とってもうれしそう。「何もないとこ
ろからモノを作り出すって、すごいこ
となんですね」と、改めてモノ作りの
苦労と楽しさを実感しました。それ
と同時に、ゴム製品が意外なほどたく
さんの場所で役立っていることを知
り、とても有意義な時間が過ごせたよ
うです。

科学好きな少年・少女のために、
みんなで作った工作パーツ

札幌市青少年科学館

ゼロからモノを作り出すことの
苦労と難しさを実感

㈱白石ゴム
製作所
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天然酵母のパン
　e’satake

先日は、職業体
験学習にご協力

いただきありが
と

うございます。
サタケさんの作

ったパンはもの
す

ごくおいしかっ
たです。皿洗い

もトレー洗いも
そ

うじ機をかける
のも、生地の計

量もとてもてい
ね

いにやり、大変
だったけど、一

つ一つの仕事に
やり

がいがあり、たの
しかったです。

サタケさんの言
葉

も、一つ一つ心に
響きました。サ

タケさんもお体
に

気を付けて、すて
きなパンを作っ

て下さい。この
た

びは誠にありが
とうございまし

た。� ２年�Ａ・
Ｓ

Thanks Mail

目線の高さを合わせ、
笑顔とぬくもりのコミュニケーション

「子どもたちにたくさん笑ってもら
いたい」という意気込みの男子生徒
２名と「将来は保育士か幼稚園の先
生になりたい」と考えている女子生
徒2名が、東札幌児童会館にやってき
ました。

この日は、「親子リズム」の日。生
徒たちは十数組の親子とともに、裸足
になって体を動かします。０〜３歳
の乳幼児の愛らしさに目を細めつつ
も、どう接したら仲良くなれるかを模
索している様子の４名。それでも、女
子生徒たちは腹這いになって赤ちゃ
んと目線の高さを合わせたり、頭や
ほっぺをやさしく撫でたり、転んだ子
を抱き起こしたりと、積極的に触れ合
おうしています。「 ここのお母さん
たちに教えてもらいました」「子ど

もに関わる仕事がしたいので、とても
勉強になります」と、頬を紅潮させて
います。一方、男子生徒２名は初めは
戸惑っているようでした。でも、８ヵ
月の赤ちゃんを抱っこさせてもらっ
てから表情に大きな変化が表れ、どん
どんニコニコ顔になっていきました。

「最初は、落としたらどうしよう、泣か
れたらどうしよう…と、少し怖かった
けれど、赤ちゃんが笑ってくれたので
嬉しかった」と満足そうに話してく
れました。

この後、生徒たちはほかの子どもた
ちともすぐに仲よくなり、職員の方や
お母さんたちから「 あやすのが上手
ね！」と褒めていただき、いっそうの
笑顔を見せていました。

札幌市東札幌児童会館

「 いいにお〜い！」創業16年の天然
酵母パンの店e’satakeを訪れた２名
の女子生徒は、お店に満ちる香ばしい
香りにうっとりしていました。

この日２人は、ピザ、クロワッサン、
ドーナツなど、実際に店頭に並べられ
る商品を数種類作ります。持参した
エプロンと三角巾を身に付け、わくわ
くした表情で厨房に入りました。

ひとりは、生地を規定の量に分け
る担当。まず目分量で生地を取り、
それを秤に載せて規定の重さになる
まで生地を足したり減らしたりしま
す。偶然、目分量で取ったものが規定
量ちょうどだったときには、満面の笑
みで「 やった！」と小さなガッツポー
ズ。

一方、成形担当の女子生徒は、弾力

のある生地を丁寧に形よく丸めなが
ら「 ぷにぷにしていて気持ちいい」
とニコニコ顔。日頃から仲良しとい
う彼女たちの息の合った仕事ぶりも
相まって、お店の方から「素直なので
覚えも早く、要領がいいですね」とい
う嬉しい言葉も頂けました。

焼き上がったパンを店頭に出す仕
事もした２名。このとき生徒たちは、

「 ひとつひとつ丁寧に作られたパンだ
から、お客様においしいと思ってもら
えたらいいな」「私たちが作ったパン
を、喜んで食べてもらえたらいいな」
と考えていたそうです。また、パン作
りの繊細な作業や、商品を見やすく取
りやすいように並べる工夫に、仕事と
しての大変さも感じ取っていたよう
でした。

札幌ゴルフセンターは、インドアの
練習場としては国内屈指の奥行きを
誇る屋内ゴルフ練習場です。雪が降
り始めた初冬のある日、ここに、２名
の男子生徒が職場体験に訪れました。

午前は屋内外の清掃や、ゴルフボー
ルを機械に詰める作業などのお手伝
いをし、休憩時間には人生初のゴルフ
にトライさせてもらった２名。午後
は、フロント業務に挑戦です。ゴルフ
の面白さをちょっぴり体験した生徒
たちは、初めての体験に緊張しながら
も、腕を磨きに訪れたお客様に「快適
に練習をしてもらいたい」という気
持ちで接していたようです。

フロント業務の次に体験したのは、
ボール回収です。練習中のお客様ひ
とりひとりに「ボール回収のため、

10分ほどお休みを」と声をかけてま
わり、休んでいただきます。その間に
トンボと呼ばれるＴ字型の道具を滑
らせながら広い広い練習場を走り回
り、散らばっているボールを集めま
す。練習場は肌寒さを感じる温度で
したが、生徒たちは額や鼻先に汗を浮
かべて、「キツかった！」「暑〜い！」
と笑顔です。

終始真摯な姿勢で取り組んでいた
生徒たちは、この日体験した様々な業
務を通し、「初対面の人と接するとき
に大切な、丁寧な言葉遣いを学ぶこと
ができた」「 お客様に気持ちよく利
用してもらうための、陰の仕事がたく
さんあることが分かった」と、大きな
手応えを感じたようでした。

おいしい香りに包まれて
本格的なパン作りに挑戦

天然酵母のパンe’satake

ひたむきさの分だけ体得することは多い
緊張と楽しさが心地よい汗となる

大岡産業㈱札幌ゴルフセンター
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「白石でっち奉公」

事業受入先一覧

平成23年度 児童・生徒受入先合計 ─ 198

「白石でっち奉公」を実施するにあたり、上記企業・施設・団体等のみな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。

発行：札幌市白石区 市民部 地域振興課

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
医療法人徳州会　札幌徳洲会病院
医療法人南郷会　札幌センチュリー病院
医療法人　東札幌病院
上田農園
王華
大岡産業株式会社　札幌ゴルフセンター
大屋様（農家）
小見翠晃園
介護付有料老人ホーム　あさひガーデン
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
柏葉保育園
学校法人大藤学園　札幌白樺幼稚園
学校法人大藤学園　本郷幼稚園
加藤新聞販売所
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
株式会社大室洗染所白石工場
株式会社オストジャパン　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
株式会社正文舎
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店
株式会社東光ストア南郷13丁目店
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　南郷通店
株式会社名井建築事務所
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３条店
菊水小さな動物病院
菊水元町保育園
菊水湯
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
勤医協老人保健施設　柏ヶ丘
くすみ書房
クスリのツルハ北郷店
クスリのツルハ白石店
グループホームあさひの家
グループホームまいホーム川北
幌東幼稚園
こぶし保育園
財団法人札幌市公園緑化協会　川下公園
財団法人札幌市職員福利厚生会

財団法人北海道労働保健管理協会
桜台いちい幼稚園
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
札幌市川北児童会館
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
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
札幌市こぶし館
札幌市白石温水プール
札幌市白石区民センター運営委員会
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
札幌市民防災センター
札幌市立きくすいもとまち幼稚園
札幌総合動物病院　北郷病院
札幌トヨペット菊水店
札幌北楡病院
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
社会福祉法人愛和福祉会　南郷保育園
社会福祉法人札幌正栄会すずらん保育園
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
白石区体育館
白石区土木センター
白石区保育子育て支援センター（ちあふるしろいし）
白石区役所
白石興正保育園
白石消防署
白石動物病院
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
スーパースポーツゼビオ新さっぽろ店
生活共同組合コープさっぽろ川下店
生活共同組合コープさっぽろ菊水元町店
生活共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
ゼビオスポーツ　アリオ札幌店
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
ダイエー東札幌店
たかだ保育園
高橋動物病院
地域支援活動センター「おおぞら」
TSUTAYA札幌インター店
TSUTAYA南郷13丁目店
ツルハドラッグ北郷４条店
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　清幌園
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）
ナイキショップ札幌ファクトリー店
中島内科胃腸科クリニック
南郷の湯
肉の割烹　田村　菊水元町店
ネッツトヨタ札幌プラザ厚別
バックパッカーズ　イノーズプレイス
はな華
Haru
東川下小学校
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
フローリスト彩花
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
北海道札幌方面白石警察署
北海道新聞社
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
Honda	Dream札幌
誠寿司本店
マコト動物病院
まこと保育所
みさや菓子舗
みずほ美容室
守田屋
やきとり元太
焼肉徳寿白石
焼肉バイキング　ウエスタン北郷店
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
有限会社札幌映像社
有限会社テラキ生花店
有限会社トータルプロジェクト　らーめん煖の里
有限会社花の紫紅堂
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
有料老人ホームみのり米里
洋服の青山東苗穂店
横山食品株式会社
ライラック
ラパウザ小麦の家白石環状通店
ラルズマート　新ほくと店
リサイクルと環境雑貨の店
　ワーカーズコレクティブ　えこふりぃ
ル・シード
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


