
ぜんつうじ子どもいきいきプロジェクト
未来の地域産業を担う子どもたちの育成 &子育て支援で地域活性化 |

キッズお仕事体験 inぜんつうじ
小学校 3～ 6年生 (中 高学年 )の参加著募集 |

今年もノ」ヽ学校中高学年を対象に 「キッズお仕事体験 inぜんつうじ」 を開催 します。 市内商店 ,

工場などでお仕事体験をしてみませんか ?楽 しみながら社会の仕組みを学び、 働き、 暮らしてい
くことの喜びを体験してみましよう ||
このプロジェク トでは、 子育て支援 NPOと 商店等が協力して市内中心部の活性化をはじめ、 地

域で子育てを支える環境づくLり を行うことを目指しています。 子どもたち自身が体験し、 地域と
のつなが Lり を得ることが難しい時代ですが、 今回の企画を通して子どもたちの主体性を第一に尊
重し、 商店や大学生と出会い、 地域を知る機会にもつな |ず ていきたいと思います。 お子さまの
ご参加を心よ Lり お待ちしています ||

10日 17日 (土 )13:00～ 16:30
オ リエ ンテー シ ョン

(善通寺市総合会館 3階学習室)

☆お友だち &スタッフと顔合わせ
★体験先へ見学 =取材に行くよ |

お仕事のことたくさん問いてみよう

★まち探険も してみよう |

2015
|

10～ 12日 体験先によって日時が違います

お仕事体験 当日
(各商店へ直接集合 |)

☆お仕事を教えてもらおう |

★お仕事体験やお店の人との交流
を楽しもう ||

参乖□申し込み

お仕事体験先を選んで
メールで申し込もう |

(40名程度 )

参加費 1′000円
(保険料含む )

湾
鼈

スタツ7.学 生ボランテイアが子どもたちの活動をサポー トします ||
今年度キッズマルシェの開催はありませんが後日パネル展示会を開催 します ||

Eメ ールのみでの申し込みです l kidsok―kusu.com
先着順/締切 9月 30日 (水 )ま で

①お子さんの氏名 (ふ Lり がな)

②ノ」ヽ学校名 ・学年 1性別

③保護者の氏名 (ふ ιりがな)

④郵便番号 ・住所

⑤連絡先  (携帯番号 '携帯メールアドレス) 活動中の緊急連絡先になります

⑥お仕事体験希望先 (第 1希望,第 2希望,第 3希望)裏面参照

※金倉寺、 ぜいたく堂、 畑田サイクルの場合は希望日時も選択してください

⑦伝えておきたいこと (ア レルギー .健康状態など心配があるとき)

【 協 賛

NPO法人子育てネットくすくす
善通寺市 ,善通寺市教育委員会 ,善通寺商工会議所青年部 .善通寺市商店連合会
東部おやじの会 ,l■

lキ ウイバードコーポレーション '写真の山本
いいわま黒板製作所 '金倉寺 ・mデイアーさくら DO⊂ afe,l●lぜいたく堂
」A香川県善通寺産直ふれあい市 ,田 正友会デイサービスセンターおひしばん・畑田サイクル
ベーカリー KAMO・ mベーヵリーミムラ `モ リエ米店

【問い合わせ】 NPO法人子育てネットくすくす事務局
電話&FA× 0877-64-0580(担 当 :玉野) Emall kids@k一 kusu.com
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オリエンテーシ∃ン、 お仕事体験の両プログラム|[

参加できる方のみの申し込みとな tり ます。
なお、 お仕事体験先についてご希望に添えない場合

がありますがご了承ください。 参加が決定した方には
後日 Eメ ールにて詳しいご案内をお送りします。
写真撮影 ・紙面等掲載へのご了承もお願いします。



①Llわ ま黒板
製作所

角野 幸治さん

教室で毎日使う黒板やホワイ

トボー ドを作つている工場で

す。

☆小さな黒板作り体験

体験日 :10月 24日 (土 )

10:00-12:00
持ち物 :軍手

汚れても良い服

『『 ::T本
[轟名 な

デジカメプリントから記念写

真、 出張撮影、 カメラのご

相談など…皆ままのご来店を

お待ちしています。
★デジカメプリント作業
★OECフ ェスタお客様の

スタンプラリーご案内
☆イベントの写真撮影

体験日 :10月 31日 (土 )

9:30-12:00

うに皆さんがお参 tり に来てい

ます。
★安産祈願の補助 ,準備

体験日A110月 25日 (日 )

10:30-12100
体験日 B:12月 12日 (土 )

10130-12:00
体験日C:12月 12日 (土 )

13:30-15:00

⑦善通 寺市立
図書館

國重 博子さん

約 99′ 000冊の本を所蔵してい

ます。 子ども向けの本もたく

さんあります。

★受付
★書架の整理
★本の修理

体験日 :11月 28日 (土 )

9:00-12:00
持ち物 |エ プロン

①バー/7リ ー
KAMO

加茂 明彦さん

種類豊富な調理バン、 菓子パ

ンを製造 .販売しています。

☆バ ンの整理 ,袋詰め

★バン出し

体験日 :11月 7日 (土 )

10:00-15:00

DEAR焼き菓子とコーヒー豆

を製造しています。 ノ」ヽさな

カフェも営業。

★お菓子の販売と製造

体験日 :10月 24日 (土 )

10:00-12:00
持ち物 :エプロン

③」A喬 川県

善通 寺産 直

ふ И あ Ll市

横田 一也さん

地元農家の生産した農作物の

販売 ,切花 .加工食品も人

気です。
☆買い物カゴの片付け整理

☆カー トの片付け整理

★品物整理  ★店舗清掃

体験日 :10月 24日 (土 )

8:30-12:00
持ち物 i体操服など着用

邸i計躙
食バン、 フランスバ ン、 あ

たバンなどを手づく tり で製造

して販売しています。 ソフト

クリームも販売してます。

★バン販売の補助

体験日 :11月 14日 (土 )

10100-13:00
持ち物 :エプロン

⑨ ネ寸会ネ吊祉法人T[友 会      ⑩ 畑 田 サ イ ク
デイリーヒズtィ ンター

おひLiさん電頭繭通爾轡 畑田裕康さん
高田 雅史さん     や

…  自転車の販売や

介護認定を受け拠お年寄り

が、 昼間過ごされる施設で

す。 ご近所に出かけるよう

な気軽さでご利用いただいて

います。
★お話を中′Lヽ にレクリエー

シ∃ンを一緒にしましょう。

体験日 111月 23日 (月 )

14:00-15:00
持ち物 :動きやすい服装

斯竺ζ∬又
お米の販売や玄米 &発酵食品の

健康パワーを伝えるお仕事で

す。 玄米を使つたポン菓子や

団子も加工 ・販売しています。

★モリエ新間の記事づくり

★玄米国子やポンせんべいの

企画 .販売

体験日 :11月 3日 (火 )

10:00-1 2iOO

修理を行つています。 出張修

理などお客様のご要望に出来

る限りお応えします。
★自転車の仕組み学習
★工具を使つた自転車の修理

★自転車の組み立て

体験日 A:η η月 28日 (土 )

体験日 B:12月 5日 (土 )

体験日 C i 12月 12日 (土 )

いずれも 10:00～ 15:OO

持ち物 iお弁当
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お仕事体験にご協力Ll社程く市内商店・生産者のご紹介

予  [[:ililん 得 趾 鰈
赤ちやんが元気に産まれるよ

色々な品種のキウイフルーツ

を生産しています。
★キウイの袋かけ ・ J又穫
5.6年生限定です |

体験日
11月 7日 (土 )か 8日 (日 )

9:30-12:00
※天候次第でどちらか決めます

持ち物 :軍手 ′雨天後は長靴

◎ぜ
｀
Liたく堂

亀山 和央さん

主に学校給食のパ ン、 炊飯

を作つています。

★バン製造の手伝い

☆バン袋入れ

体験日A:11月 7日 (土 )

体験日 B:11月 14日 (土 )

いずれも 9:00～ 12:00

持ち物 :エプロン

今年も一緒 l_~体験しよう |


