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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
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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


