なみ遠く 日に映えて
山なみ遠
緑の広野 あけわたる
けさの気持ち
けさの気持
気持ちも
いきいきと
学ぼうたしかな
よい
よい知恵
知恵を
知恵を
江別のこのよい
江別のこのよい 角山校

せせらぎに
野幌の
野幌の
明けくれに
偲ぶなり

石狩の原 拓けゆき
道都が偉容 みはるかす
みどりうれしき 丘の上に
わが学舎は 建てるなり
草創の意気 隆々と
希望にもえて 吾等集えり

原始の森に 昇る陽の
原始の
あけぼのの空
あけぼのの空 燃ゆる時
大地厳しき この丘
この丘に
大地厳しき
希望」を指して
「希望」
われ立てり
われ立

祝成人
千歳の川の
千歳の
生命は育む
生命は
ここ学舎の
ここ学舎
学舎の
拓土の歴史
拓土の

あかき血潮 胸に満ちて
あかき血潮
真理の泉を汲みつ
若人 真理の
げば比叡
仰げば比
千古のみどり
千古のみどり
伏す目に清しや
鴨の流れの
かがみもとうとし
天の明命
見よ わが母校
わが母校
立命 立命

山並み映すカムイの流
すカムイの流れ
山並み
原始の森に風薫る
風薫る
原始の
ふるさとの大地に
ふるさとの大地
大地に立ちて
我ら今
知性を磨かん中央
かん中央中
知性を
中央

狩川に 光さし
石狩川に
とけ雪清く
とけ雪清
雪清く 流れゆく
希望わき
春の陽ざしに 希望わき
学ぶよろこび かみしめる
わが母校
ああ 江陽中 わが母校

江別市・江別市教育委員会
江別市成人のつどい実行委員会

がる野面
はるばると 広がる野面
石狩の 流れのほと
れのほとり
石狩の
風薫る 学びのにわに
風薫る
集い立つ 男子女子
文化の
はつらつと 波に文化の
花咲かせ
花咲かせ
平和の光 身にうけん
平和の

清新の風 地に薫り
清新の
空に輝く 日の光
清く照りそう 石狩の
石狩の
れのほとり高らかに
流れのほとり高
理想の旗をなびかせて
理想の
進む若人 我らの母校
らの母校
らの母校
ああ 我らの母校

学びやの 学びやの
高きルーフゆ 見はるかす
大地は
大地は広く ゆたかなり
我等の望み またひろく
我等の
いざおおらかに 道行かな
若人われら
江別一中 若人われら

２０２０．１．１２

疾風（しっぷう）に

草（けいそう）を知る

「強い風が吹いて初めて強い草が見分けられるように、厳しい試練にあ
って初めて意志や節操の堅固な人間であることがわかる」という意味。
「後漢書 王覇伝」より

江別市長
三 好

江別市教育委員会
教育長
月 田 健 二

昇

江別市の未来を担う皆さんが心身とも
に健やかに成長され、今日の成人式を迎え
られましたことに、心からお慶びを申し上
げます。
新成人の皆さんは、社会の一員として
様々な権利を得るのと同時に義務を負う
ことになりました。このことは、大人とし
ての自覚と責任を持った行動を求められ
る立場になった証でもあります。
皆さんには、この日を節目として、これ
までの歩みを振り返った上で、今後の自分
自身の目指すべき目標やあるべき姿を考
えていただきたいと思います。そして、そ
の実現に向かって努力できる人になって
ください。
これまで大切に育ててくれたご家族や、
支えてくれた方々への感謝の気持ちを忘
れず、夢や希望を実現するために様々な壁
を乗り越えて行ってください。そして、い
つの日か自らの足跡を顧みた時、悔いのな
い生き方を歩んだと思えるような人生を
目指して欲しいと願います。
ここに皆さんの輝かしい将来を祝し、祝
辞といたします。

新成人として大人の仲間入りをした皆
さんの新しい門出を、心からお祝い申し上
げます。
皆さんは、社会人としてこれから歩む道
に多くの夢や希望をお持ちのことと思い
ます。
私は、皆さんに、自らの夢や希望の実現
に向かって精一杯歩んでいただきたいと
心から願っておりますが、夢や希望を叶え
るには、様々な困難が待ち受けています。
その困難から逃げることなく、色々なこと
にチャレンジし、自分自身の経験や感性を
豊かにすることが大切な一歩になると考
えます。
また、社会の一員として、地域や職場の
中で真に必要な人となるよう、今まで以上
に自覚と責任を持つとともに、他人への思
いやりを大切にできる人に成長してほし
いと願います。
皆さん一人ひとりが、将来、自らの夢や
希望を実現し、社会に多くの貢献をするこ
とを期待し、お祝いのメッセージといたし
ます。

江 別 市 民 憲 章
私たちは、屯田兵によってひらかれた江別
の市民です。
ひろびろと広がる石狩平野
ゆうゆうと流れる石狩川
緑深い野幌の原始林
今に残る開拓のあしあと
私たちは、この恵まれた郷土の自然と歴史
をこよなく愛し、よりよい江別の発展を願
いこの憲章を定めます。

１、空も緑も美しい、のびのびとしたまち
をつくりましょう。
１、力をあわせ、産業をさかんにし、豊か
なまちをつくりましょう。
１、教養を深め、文化のかおり高いまちを
つくりましょう。
１、健康でたのしい家庭と明るいまちを
つくりましょう。
１、老人をいたわり、子どもの夢をそだて
るまちをつくりましょう。

プ ロ グ ラ ム
●受 付

13:00～14:00

●式 典
14:00～
総合司会
本田 佳緒理
実行委員長挨拶
原子 藍花

江別市議会議長
角 田
一

（開 式）
式 辞
江別市長

三好 昇

来 賓
江別市議会議長
北海道議会議員
北海道議会議員
二十歳の抱負

角田 一 様
木葉 淳 様
星 克明 様
金野 帆高
阪本 快都

祝辞披露（ビデオメッセージ）
祝辞披露（ビデオメッセージ）
友好都市 土佐市長 板原 啓文 様
祝電披露

箱石 睦子

（閉 式）
●交歓会
司 会

14:40～
金野 帆高
阪本 快都

アトラクション
・江別まっことえぇ＆
北海道情報大学のみなさん
・ビンゴゲーム
●歓 談

～16:00
（小ホール、ホワイエ）

市

章

中央の星は、江別開拓の礎となった屯
田兵をあらわし、これを囲む円は月をか
たどり、朝に星をいただき出で、夕べに
月を仰いで帰る、勤労の精神を意味して
います。また、周囲の工は江別の頭文字
であり、市民の一致協和をあらわしてい
ます。
大正 13 年 10 月 24 日制定

晴れて新成人という門出を迎えた皆様
おめでとうございます。
皆様は、成人として、また社会の一員と
して、新たな一歩を踏み出されました。現
在の心境はいかがでしょうか。大きな夢と
希望を抱いている方も、不安な方もおられ
るのではないでしょうか。
成人となられた皆様には、この日に至る
まで深い愛情と温かい心で支えてくれた
多くの方がいたことへの感謝の気持ちと
ともに、これからも支えてくれる方がいる
こと、同時にこれからは自分も支えていく
立場になるために、果たさねばならない義
務や役割があることを、この門出の日に思
いを巡らせていただければと思います。
歴史を紐解くまでもなく、いつの世にあ
っても、若い力が新たな時代を切り開いて
きました。この江別市で新たな一歩を踏み
出した皆様にも、社会の厳しい試練が待ち
受けているかもしれません。しかし、決し
て臆することなく、一人ひとりがそれぞれ
の夢と希望に向かって、邁進されることを
期待しております。
市 の 木

市 の 花

＜ナナカマド＞
ナナカマドは、山地に自生する落葉樹
です。「安全」「慎重」「忍耐」を象徴す
るこの木は、市民憲章にうたわれる健康
でたのしい家庭を築き、風雪に耐えたく
ましく前進する江別市民であることを
願い、江別市の木と制定されました。
昭和 46 年 11 月制定

＜キク＞
気品高く優雅に咲き匂うキクは、永久
の「平和」と「繁栄」を象徴し、花こと
ば「誠実」
「信用」を持って市民憲章の定
める指標が達成されることを誓い、江別
市の花と制定されました。
昭和 46 年 11 月制定

北海道議会議員
木 葉
淳

北海道議会議員
星
克 明

新成人を迎えた皆さん、おめでとうござ
います。大人への第１歩を踏み出す皆さん
に心からお祝いを申し上げます。
今日は皆さんの人生にとっての「節目の
日」です。先人はこの「節目の日」を人生
の様々な部分に設けてきました。この節目
の日はこれまでの自分を振り返り、これか
らの自分を想い描くために大切な日だと
私は思います。
「人生楽ありゃ苦もあるさ」これからの
皆さんの人生、良いこともあれば、辛いこ
ともあるでしょう。それが人生です。１度
きりの人生を自分らしく、思い切り生きて
ください。自分自身が輝ける場所を、探し
続けてください。
私は皆さんの人生がよりすてきなもの
となり、自分色に輝けるように、北海道議
会議員として活動していきます。大人の階
段を上っていく皆さんを応援していきま
す。成人おめでとう！

晴れて成人の日を迎えられた皆さんに
心からお祝いを申し上げます。
現在も各々が責任を伴った人生を送ら
れてきたと思いますが、「成人の日」を節
目として、これまでお世話になった方々へ
の感謝の気持ちを忘れずに、これからも更
なる夢の実現に向かって挑戦をして頂き
たいと願います。
近年の我が国は、自然災害が多発し多く
の国民が難渋をしております。
また、今年は東京オリンピック・パラリ
ンピックが開催されます。
皆さんが経験したこと、これから経験す
ることを是非とも社会人としての糧とさ
れまして、誰一人も取り残すことのない日
本を目指して、激動する社会のなかで
益々、ご活躍されますことをご期待申し上
げます。
成人の日、おめでとうございます！

江別レンガのある風景

エ

ブ

リ

ガラス工芸館（野幌代々木町 53）

ｾﾗﾐｯｸｱｰﾄｾﾝﾀｰ（西野幌 114-5）

ＥＢＲＩ（東野幌町 3-3）

れんが建築物として景観的に優れてい
る「旧石田邸」を改修し、ガラス工芸作家
の工房として活用しています。

陶芸作品とれんがの展示室、陶芸教室な
どを開講する工房、やきものに関する書籍
を閲覧できる図書室などを設けています。

江別窯業の歴史を伝える産業遺産「旧
ヒダ工場」を改修した商業施設です。
レストランやカフェのほか、江別市と
友好都市の高知県土佐市の特産品を扱う
アンテナショップなどがあります。

野幌中学校第６７回卒業生のみなさん、成人おめでとうござ
います。
自然豊かな環境でみなさんと過ごした３年間、とても懐かし
く思います。
人生は長い修行の旅です。焦ることはありません。人との関
わりを大切にしながら、一歩一歩大人に近づいていけばよいの
です。
みなさんがいつも笑顔で充実した人生を送ってくれることを
当時の学年部であった赤野・工藤・下山（旧姓：古屋）・太田・
小木・横山・横田・柳瀬、そしてアロエ君とともに祈っていま
す。
『諸君、気合いだ！！』
江別市立野幌中学校 赤野 康徳(
康徳(現・千歳
現・千歳市立
千歳市立富丘
市立富丘中学校
富丘中学校)
中学校)
大麻中学校卒業の皆さん、成人おめでとうございます。
あれから 5 年がたち、当時の懐かしい日々を思い出します。こ
の間に出会った素敵な仲間や先輩・後輩たちと大切な時間を過ご
してきたと思います。今の自分がいるのも、この素敵な出会いの
お陰です。全てのものに感謝する気持ちを忘れず、益々のご活躍
を願っています。
当時の学年部（牛水・加藤・武田・岡田・米内山・田辺・山田・
今井）を代表して。
江別市立大麻中学校 牛水 靖治(
靖治(現・石狩市立花川南中学校)
現・石狩市立花川南中学校)
江陽中学校卒業の元気で賑やかだった皆さん、成人おめでとう
ございます。きっとあの当時の賑やかさもなく、みんな落ち着い
た、立派な大人になっているのでしょう。
先生は、３Ａを卒業させた後、また、４月から３Ａ担任となっ
たので、とても不思議な気持ちで一年間を過ごしました。集会の
たびに噛みながら話すＮ村くん、ビッグウェーブのスタート方法
「位置についてよーいドン、ハイ」作戦、たくさん忘れることの
できない思い出が先生にもあります。
「明日の空に羽ばたける翼」を失うことなく、どんな困難にも
立ち向かい、挑み続ける皆さんであって下さい。この度は、本当
におめでとうございます。
江別市立江陽中学校 梅原 健史(
健史(現・千歳市立勇舞中学校)
現・千歳市立勇舞中学校)
江別第一中学校卒業の新成人のみなさん、保護者の皆様、本当
におめでとうございます。
みなさんは円形校舎最後の卒業生でした。かつての中庭に新校
舎が出来上がっていくのを一緒に見ながら、完成した姿を思い浮
かべたことを思い出します。
今後、それぞれの場所で活躍されるみなさんの事、楽しみにし
ています。みなさんの人生が素晴らしいものになりますように、
心から願っています。
江別市立江別第一中学校 岡山 拓(現・新篠津村立新篠津
現・新篠津村立新篠津中学校
新篠津村立新篠津中学校)
中学校)
江別第三中学校卒業生の皆さん、成人おめでとうございます。
五色綱引きで争った体育祭、潮干狩り・民泊・もんじゃ焼きなど
でクラスの団結を深めた修学旅行など思い出されます。
中学卒業後の５年間はあっという間だったでしょうが、これか
らはさらにあっという間に過ぎていきます。分母が大きくなるか
らです（数学教師らしく）。悔いを残すことなく、それぞれの道
を幸せに歩んでいかれますよう切に祈っております。
江別市立江別第三中学校 小野 幸治(
幸治(現・千歳市立勇舞中学校)
現・千歳市立勇舞中学校)

立命館慶祥中学校卒業の皆さん、成人おめでとうございます。
皆さんは成人となった今でも、それぞれの目標に向かって日々努
力を続けていることと思います。
皆さんの頑張りは、今後の世界を変えると同時に、困っている
人たちを助ける希望の光です。これからも体に気を付け、今まで
育ててくれたご両親に感謝し、支えてくれた友達を大切にしてく
ださい。
今後も皆さんが、それぞれの分野で活躍し、輝き続けることを
期待します。
立命館慶祥中学校・高等学校 菊地 賢司
大麻東中学校の卒業生のみなさん、成人おめでとうございま
す。
当時の写真を見るとかわいらしい中学生のままですが、もう成
人ですね。今ではすっかり立派に成長していることでしょう。
学生として、社会人として、立場はそれぞれ違えども、成人と
して新たな一歩を踏み出す今日の日が、みなさんの素晴らしいス
タートラインになることを願っています。
いろいろとまじめに一生懸命だったみなさんなら、きっとどこ
へ行っても大丈夫。先生方はみなさんの活躍を信じています。
当時の学年部（黒田・荒虫・吉田・渡邊・小森）を代表して。
江別市立大麻東中学校 黒田 好樹(
好樹(現：石狩市立花川南中学校）
いつもステキな笑顔で、様々な活動に積極的に取り組んでいた
第６９回卒業生の皆さん、新成人おめでとうございます。
中学校を卒業してからこれまで、多くのことを学んできたと思
います。その日々の中には、多くの人たちが力を貸してくれたこ
とでしょう。周りの人たちに感謝し、支えることができる人にな
れるよう、そして何より、皆さんが選んだ道を笑顔で歩んでいけ
ますように。第二中のシンボル的存在ともいえる中庭の大木メタ
セコイアのように、大きくたくましく存在感のある人になってく
ださい。私たちは、心からみなさんを応援しています。
当時の学年部（向畑、瀬尾、野田、樋渡、山岡、篠崎、吉川、
保原）を代表して。
江別市立江別第二中学校 半沢 暢子(
暢子(現・恵庭
現・恵庭市立
恵庭市立恵
市立恵北中学校)
中学校)
いつも笑顔で、優しく、ひたむきだった卒業生の皆さん、新成
人おめでとうございます。ご両親もさぞお喜びのことだと思いま
す。
久しぶりに卒業アルバムを取り出し、一人一人のまなざしと、
当時の様子を回顧してみて、混沌とした「予測不可能」な世の中
だと言われている今を、皆さんなら逞しく切り拓いていくものだ
と確信しました。
今後もさまざまなステージで活躍する皆さんの姿を楽しみに
しています。また先生方はいつまでも皆さんを応援しています。
当時の学年部（丸井・廣中・池田・佐藤・伊藤・山本・米木・
佐々木・髙田）を代表して。
江別市立中央中学校 丸井 慎一(
慎一(現・石狩市立
現・石狩市立厚田
市立厚田中学校
厚田中学校)
中学校)
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EBETSU

1999 年

３年Ｂ組金八先生

だんご三兄弟
(NHK おかあさんと一緒)

リベンジ(西武 松坂大輔）

ストーカー殺人、栃木リンチ事件
核燃料工場で臨界事故

上江別小学校開校
大麻高等学校祭で普通教室一
部火災

2000 年

クイズ＄ミリオネア

慎吾ママのおはロック
(慎吾ママ)

おっはー(慎吾ママ）

有珠山、22 年ぶりに噴火
介護保険制度施行

立命館慶祥中学校開校
資源物の分別収集開始

2001 年

空から降る一億の星

Ｖｏｙａｇｅ
(浜崎あゆみ)

アブトロニック(通信販売より）

アメリカ同時多発テロ
千と千尋の神隠しがヒット

ＪＲ高砂駅新駅舎完成
中央中男子バレー部全国中学
校体育大会優勝

2002 年

人にやさしく

Independent
(浜崎あゆみ)

真珠夫人(ドラマ 横山めぐみ）

日韓共同の W 杯開催
松井秀喜がメジャーへ

完全学校週 5 日制はじまる

2003 年

GOOD LUCK!!
Dr.コトー診療所

世界に一つだけの花
(ＳＭＡＰ)

なんでだろう～（テツ＆トモ）

十勝沖で震度 6 強の地震
韓国で地下鉄放火事件

石狩中央信金が札幌信金と合
併

2004 年

世界の中心で、愛をさけぶ

瞳をとじて
(平井 堅)

チョー気持ちいい（北島康介）
って言うじゃない・・・/○○斬り！
/・・・残念！（波田陽区）

駒大苫小牧高校夏の甲子園優勝
新札発行

家庭ごみ有料化
江別のレンガ北海道遺産に認
定

2005 年

電車男

恋のマイアヒ
(Ｏ-ＺＯＮＥ)

フォー(レイザーラモン HG）
萌え～（電車男より）

駒大苫小牧高校夏の甲子園２連覇
ナナ映画化

美原大橋開通

2006 年

ＤＥＡＴＨ ＮＯＴＥ

Ｒｅａｌ Ｆａｃｅ
(ＫＡＴ-ＴＵＮ)

ハンカチ王子（斉藤佑樹）
イナバウアー（荒川静香）

番号ポータビリティ開始
安倍内閣誕生

江別市・新篠津村合併協議会設
置

2007 年

東京タワー

千の風になって
(秋川雅史)

ビリーズブートキャンプ（ビリー隊
長）
そんなの関係ねぇ（小島よしお）

食品偽装問題多発
5000 万件の年金記録漏れ

第 6 代市長・三好昇就任

2008 年

篤 姫
ＣＨＡＮＧＥ

そばにいるね
(青山テルマ）

グ～！(エド・はるみ）
アラフォー(天海祐希）

北京オリンピック上野 413 球
北海道洞爺サミット

江別市・新篠津村合併協議会解
散

2009 年

アメトーーク！
MR.BRAIN

明日がくるなら
（JUJU with JAY’ED）

トゥース！（オードリー）
婚活（山田昌弘・白河桃子）

政権交代
マイケルジャクソン急逝

江別市自治基本条例公布

2010 年

アリス・イン・ワンダー・ラ
ンドﾞ

会いたかった
(AKB48)

～なう（ツイッター）

バンクーバーオリンピック・パラリンピック
尖閣諸島問題

鈴木章氏ノーベル化学賞受賞
江北中学校閉校

2011 年

マルモのおきて

2012 年

テルマエ・ロマエ

2013 年

半澤直樹
あまちゃん

恋するﾌｫｰﾁｭﾝｸｯｷｰ
（AKB48）

2014 年

アナと雪の女王
妖怪ウォッチ

Let It Go
（松たか子）

2015 年

アオハライド
下町ロケット

Dragon Night
(SEKAI NO OWARI)

2016 年

君の名は
逃げるは恥だが役に立つ

前前前世
(RADWIMPS)

2017 年

ＬＡ ＬＡ ＬＡＮＤ

不協和音（欅坂４６）
ＴＴ（ＴＷＩＣＥ）

ｺｰﾄﾞ･ﾌﾞﾙｰ -ﾄﾞｸﾀｰﾍﾘ緊急救命‐

2018 年

2019 年

おっさんずラブ
カメラを止めるな
アナと雪の女王２
天気の子
あなたの番です

トイレの神様
(植村花菜)
つけまつける
（きゃりー・ぱみゅぱみゅ）

ラブ・注入（楽しんご）
ワイルドだろぉ（スギちゃん）
あたりまえ体操（COWCOW）
今でしょ（林修）
倍返し（半澤直樹）
じぇじぇじぇ（あまちゃん）
おもてなし（滝川クリステル）
ダメよ～ダメダメ
（日本ｴﾚｷﾃﾙ連合）
あったかいんだからぁ（クマムシ）
安心してください、はいてますよ
（とにかく明るい安村）
PPAP【Pen-Pineapple-Apple-pen】
（ピコ太郎）
ポケモンＧＯ（任天堂）
３５億（ブルゾンちえみ）
インスタ映え

Ｌｅｍｏｎ（米津玄師）
そだねー（ＬＳ北見）
Ｕ．Ｓ．Ａ．（ＤＡ ＰＵＭＰ）
（大迫）半端ないって
やってみよう（ＷＡＮＩＭＡ）
パプリカ（米津玄師）
ONE TEAM（ﾗｸﾞﾋﾞｰﾜｰﾙﾄﾞｶｯﾌﾟ）
Pretender(Official 髭男 dism)
タピる（ﾀﾋﾟｵｶﾌﾞｰﾑ）
マリーゴールド（あいみょん）

東日本大震災
TPP 交渉参加表明
日本ハム・リーグ優勝
東京スカイツリー

ＪＲ野幌駅新駅舎開業
右代啓祐氏ロンドンオリンピ
ック出場

2020 東京オリンピック・パラリンピック開催
決定
楽天田中将大投手 24 連勝

角山中学校閉校
桜木紫乃氏直木賞受賞

消費税 8%へ
自然災害多発

右代啓祐選手仁川アジア大会
陸上十種競技金メダル獲得
市制施行 60 周年

安保法案成立
東海大四校春の甲子園準優勝

中央中サッカー部全国中学校
体育大会ベスト８
第一中新校舎完成

北海道新幹線開通
北海高等学校夏の甲子園準優勝
北海道日本ハムファイターズ日本一

江別第一小学校開校
ＥＢＲＩグランドオープン

藤井聡太四段公式戦２９連勝
桐生祥秀 日本人初の男子１００ｍ９秒台

米国グレシャム市
姉妹都市提携４０周年

大谷翔平 米大リーグで「二刀流」
2018 年平昌オリンピック冬季競技大会開催
北海道胆振東部地震

右代啓祐選手アジア大会陸上
十種連覇
土佐市 友好都市提携４０周年
ﾗｸﾞﾋﾞｰ WC ｵｰｽﾄﾗﾘｱ代表ﾁｰﾑの
公認ｷｬﾝﾌﾟ地となる
78 年振りにクマ出没

改元：平成から令和へ
消費税 10％へ

成人者数〔令和元年１２月１
〔令和元年１２月１日現在〕
年１２月１日現在〕
男 783 名／女 669 名／合計 1,452 名
江別市 ミニガイド
●令和元年１２
●令和元年１２月１日現在の人口、世帯数
年１２月１日現在の人口、世帯数
男 56,877 人／女 62,681 人／総数 119,558 人／世帯数 57,992 世帯
●平成１１
●平成１１年１０月１日現在の人口、世帯数
男 59,053 人／女 62,459 人／総数 121,512 人／世帯数 47,801 世帯

江別市成人のつどい 協賛企業（敬称略・五十音順）
協賛企業（敬称略・五十音順）
ガトー・ド・ノポロ
株式会社ジェイスイーツ たしろ屋
有限会社樹里庵菓子舗
パティスリー モルフォ
パティスリー ら・じゅゆな
株式会社北翔
株式会社北辰フーズ
町村農場 ミルクガーデン
山サ煉化餅本舗株式会社

江別市東野幌本町４４－１９
江別市東光町２５−１３
江別市野幌町２８−２
江別市緑ケ丘２４−９
江別市野幌寿町２４−１
江別市江別太３０５−１５
江別市緑町西３－１－１
江別市篠津１８３
江別市野幌町８−４

江別市成人のつどい 実行委員会
原子
金野
阪本

藍花
帆高
快都

･･･ 実行委員長
･･･ 実行委員
･･･ 実行委員

箱石
本田

睦子
佳緒理

･･･ 実行委員
･･･ 実行委員

実行委員長あいさつ
本日、私たちは、「成人式」
本日、私たちは、「成人式」という節目を迎えて大人の仲間入りを果たします
「成人式」という節目を迎えて大人の仲間入りを果たします。
という節目を迎えて大人の仲間入りを果たします。
２０年前に
２０年前に生まれ
年前に生まれ、
生まれ、これまで多くの人に出会い、時には泣いて、時には笑って、
これまで多くの人に出会い、時には泣いて、時には笑って、
いろいろな経験を重ねて成長を遂げ、今日この日を迎え
いろいろな経験を重ねて成長を遂げ、今日この日を迎えました
げ、今日この日を迎えました。
ました。
晴れて成人式を迎えられたのは
晴れて成人式を迎えられたのは、
を迎えられたのは、時に厳しく接し
時に厳しく接し、時に温かく見守ってくれたた
接し、時に温かく見守ってくれたた
くさんの方々の存在あってのことだということは忘れてはなりません。
インターネットやＳＮＳ
インターネットやＳＮＳが当たり前の令和の時代だからこそ
ＳＮＳが当たり前の令和の時代だからこそ、言葉や態度で感謝
が当たり前の令和の時代だからこそ、言葉や態度で感謝
の気持ちを表現し、自分の心を素直に伝えられる大人に
の気持ちを表現し、自分の心を素直に伝えられる大人になることができれば
大人になることができれば、きっ
なることができれば、きっ
と素敵な未来が待っています。
本日の成人式という新しい門出の日
本日の成人式という新しい門出の日が、皆さんの心に残る
新しい門出の日が、皆さんの心に残る素晴らしい式となれ
が、皆さんの心に残る素晴らしい式となれ
ば幸いです。

江別市成人のつどい実行委員会

実行委員長

原子

藍花

