特集
輪･和･話
知恵の

人の

マチの

年男・年女に
2018 年の抱負を聞く

あけましておめでとうございます。

値が 2018 年にグッと成長することを

2018 年は戌年です。戌年のなかで

示しているとのことです。また、
「枯

も戊戌（つちのえいぬ）という年にな

れる」から「成長」ということで、変

ります。
「戊」は植物の成長が絶頂期

化がある年ともいわれています。

にあるという意味があり、「戌」は草

今月号の特集は、大きな成長を期待

木が枯れる状態という意味があるよう

する 2018 年の年男・年女に将来の夢

です。このことを合わせて考えると

や新たに計画する事業に向かっての抱

2017 年に燃え尽きた豊かさや幸せの

負をインタビューさせていただきま

灰の中から、芽生えた新たな意味や価

した。

プロフィール

こうさく

田中 公策 くん
平成
成 18 年生まれ（丙
年生まれ（丙戌
戌）
ひのえいぬ

学
校
主な活動

西当別小学校（5 年生）
サッカー

僕は今、札幌市北区にある FC-NORTE というサッカークラブに
所属していて、6 年生のチームでも出場させてもらっています。5
年生が主体となった大会では全道大会のベスト 8 で終わりました。
前の年が全道 3 位だったので、とても悔しかったです。僕はプロサッ
カー選手になってワールドカップで優勝するという将来の夢を持っ
ています。平成 30 年は夢を実現するための第一歩として、レギュ
ラー争いに負けないよう頑張ります。

プロフィール

はんな

石田 帆奈 さん
平成 18 年生まれ（丙戌）
年生まれ（丙戌）
ひのえいぬ

学
校
主な活動

西当別小学校（5 年生）
ダンス、英語、スキー

私はダンス・英語をはじめ、いろいろな習い事をやっています。
2 年生から始めたダンスは、みんなと踊れるのが楽しく、これから
も続けていきたいです。スキーは昨シーズン中に級別テストで 1
級を取得したので、更にうまくなるために今シーズンもゲレンデに
通ってたくさん練習しています。学校の授業のほかに英語教室に通
い、英語を楽しく学んでいます。6 年生になると、英語の授業が増
えるので、楽しみだし、一所懸命に頑張ります。
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清水
玲 さん
平成 18 年生まれ（丙戌）
ひのえいぬ

人の

マチの

プロフィール
学
校
主な活動

当別小学校（5 年生）
かるた（百人一首）

小学 2 年生のとき、育成会のかるたの練習に参加したのをきっ
かけに毎年、かるたの練習に参加するようになりました。同級生の
子も多かったし、札をとった時の楽しさもあってずっと続けてきま
した。昨年の町内大会では 2 回しか勝てなかったので、涙が出る
ほど悔しかったです。1 月 14 日の大会に向けて、本格的な練習が
始まります。今年のチームは上手な人が多いので、私もいっぱい練
習してチームが優勝できるように頑張ります。

長谷部 香帆 さん
平成 18 年生まれ（丙戌）
ひのえいぬ

プロフィール
学
校
主な活動

当別小学校（5 年生）
吹奏楽、そろばん

当別中学校の吹奏楽部では、小学校 5・6 年生も参加できるよう
になっていて、私を含めて 10 人くらいが中学生と一緒に練習をし
ています。私が選んだ楽器はお姉ちゃんもやっていたクラリネット
です。3 月に吹奏楽部の一員としてコンサートに出場し、
「アンパ
ンマン体操」とセカオワの「RPG」を演奏するのですが、まだ上
手に吹けません。みんなの足を引っ張らないように、冬休み期間中
に一所懸命に練習します。

山田 辰哉 さん
平成 6 年生まれ（甲戌）
きのえいぬ

平成 29 年 3 月に大学を卒業し、実家の農業を手伝っています。
作物は米・麦・大豆が中心で、カボチャも少し作っています。農業
者としてはまだ 1 年目なので、両親の手伝いをしながら日々仕事
の手順や技術を学んでいるところです。仕事以外では農協青年部
や 4H クラブなど農業後継者が活動する組織にも入れさせてもらっ
たことで、交流の輪が広がりました。イベントや研修会に参加させ
ていただき、とても楽しく活動させてもらっています。今はまだ両
親の手伝いという感じですが、家の周りにある小さな農地で作付け
しているカボチャを 2 ～ 3 年後

プロフィール
職
業
主な活動

農業
農協青年部
4H クラブ

には自分に任せてもらえるよう、
平成 30 年からは農業者・後継
者としての自覚と責任をもって
積極的に携わっていきたいと思
います。

2018 年 1 月号
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長谷部 直樹 さん
昭和 45 年生まれ（庚戌）
かのえいぬ

昨年 4 月から本格的に実施された「小中一貫教育」に大きく関
わるコミュニティ・スクールの核となる当別地区学校運営協議会が
10 月に発足されました。協議会は大きく分けて学校支援活動部会、
地域連携部会、学校評価部会の 3 つに分かれていて、私は地域連
携部会の一員です。先日の会議で「地域が子どもたちのためにどん
なことができるのか」、「今やるべきことは何か」など、とても意識
の高い話し合いをさせていただきました。コミュニティ・スクール
は地域と学校をうまく連携させて子ど
もたちを育てていくことを目標とした

プロフィール

取り組みです。小中一貫教育を成功さ

職
業 消防署員
主な活動 当別地区学校運営協議会委員
当別小学校 PTA
当別おやじの会

宮中 由香里 さん
昭和 33 年生まれ（戊戌）
つちのえいぬ

せるためにもコミュニティ・スクール
の活動を充実したものとし、子どもた
ちの学力向上と地域が活性化できるよ
うに力を注いでいきます。

平成 2 年に当別に移住してから、これまで民生委員児童委員や
商工会女性部、小学校の PTA などを通して、さまざまな地域の方
とお付き合いをさせていただきました。商工会女性部の活動ではイ
ベントへの出店で町内外の方々と意見交換をする機会が増えまし
た。特に「いも団子汁」を商品化したころは、札幌でいくつものイ
ベントに参加させていただきました。これまでの一つ一つの経験は
本当に貴重なものだと思っています。平成 30 年は日本の伝統芸能
である日本舞踊を広める活動を行って
いきたいと考えていまして、西川流当

プロフィール
職
業
主な活動

一般事務（経理全般）
民生委員児童委員
商工会女性部
日本舞踊西川流

別親子の会を立ち上げ、当別で初めて
の「日本舞踊子ども教室」を行いたい
と計画しています。その際は多くの方
に参加していただけたらありがたいと
思っています。

7 人の方にインタビューさせていただきましたが、皆さんそれぞれが仕事や
趣味、将来の夢などに希望をもって、新たな年を迎えていました。皆さんも「成
長する年」
「変化のある年」といわれる戊戌の年に思い切って新たなことに挑
戦してみてはいかがでしょうか？
～ 希望あふれる未来に向けて ～

【お問合せ先】 総務部広報秘書課広報広聴係
☎ 23 － 3069
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