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,L｀   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 |

‖ 日 1日 (土 )13:00～ 16160

オリエンテーシヨン
(善通寺市総合会館 3階学習室 )

★お友だち &スタ ツフと顔合わせ
★体験先へ見学 .取材 に行 くよ |

お仕事のことたくさん間いてみよう

★体験先のパネルを作 ろう |

①お子さんの氏名 (ふ tプ がな)

②小学校名 ・学年 ・性別
③保護者の氏名 (′ 3、

Lり がな)

④郵便番号 1住所
⑤ご案内送信先 (Emallア ドレス)

⑥緊急連絡先 (活動中の連絡先 ,携帯番号)

⑦ お仕事体験希望先 (第 1希望 ,第 2希望

③伝えておきたいこと (ア レルギー
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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

いいわま黒板製作所 ・金倉寺 ,いデイアーきくら DO⊂ afe,写真の山本 ・ 0ぜいたく堂

」A香川県善通寺産直ふれあい市 ,(福)正友会デイサービスセンターおひいさん ,畑田サイクル  ー■‐‐|■■
ベーカリー KAMO.mベ ーヵリーミムラ ・モリエ米店 .ASO.BI丁

【問い合わせ】 NPO法人子育てネットくすくす事務局

電言舌&FAX 0877-64-0580(担当 :齋藤) Emall kids@k― kusu,com

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 )の参カロ者募集 |

今年も小学生中高学年を対象に 「キツズお仕事体験 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、働ま 暮らしていく

ことの喜びを体験してみましよう ||
このプロジエク 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 |ザていきたいと思います。
お子きまのご参加を心よりお待ちしています ||

11-― 12 月 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 ||

,第 ろ希望)裏面参照

健康状態など心配があるとき)

募集人数 :37名
申し込み期間 :10月 2日 ～ 10月 4日
応募多数の場合は抽選とします。 グループでの参加はご遠慮ください。

電
=

スタッフ・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 ||

Eメ ールのみでの申し込みです l kidSOk kusu.COm
魏

参カロ費 l,000円
(保険料/記念写真/工作材料代など)

オリエンテーション ・お仕事体験 ・キツズクラフ ト

全プログラムに参加できる方のみの申し込みとなります。

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

Ema‖ にて詳しいご案内をお送 t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。

2017
:

12日 23日 (土 )10:00～ 1130

キツズクラフ ト
(善通寺市総合会館3階学習室)

★お仕事体験の思い出を

カタ千にしよう |

鼻寵旅心



ご協力Ll桂だくお 肇]イ本踊さジ桂σ)こゴ縦]イ) ★体験先によって開催日疇が進Llます
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①Liわ ま黒板 に

鯛劣I毅瞼
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 :11月 18日 (土 )

10:00～ 12:00

(5名 )

持ち物 :軍手

汚れてもいい服

当車:]亀鳥¬
主に学校給食のパン、 炊飯

を作つています。

★バン作りの手伝い

☆バン袋入れ

体験日 :11月 23日 (木 )

9:00～ 12:00

(4名 )

持ち物 :エプロン

マスク ・給食帽

]』[[〔1尋
『

II鸞鳳
自転車の販売や修理を行つてい

ます。 出張修理などお客様の

ご要望に出来る限 t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 :12月 16日 (土 )

13:00～ 15:OO

(2名 )

②金倉寺

村上 法照さん    _一 '

お遍路さんやお参りに来られ

る方が気持ちよくお参 tり でき

るようにお迎えしています。

☆祈願の準備
★お遍路さんの応対

体験日 :11月 18日 (土 )

η4:00～ 16:00

(2名 )

◎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 tり ます。

★受付  ★書架の整理

★本の修理

体験日 :11月 18日 (土 )

9:00～ 12:00

(4名 )

持ち物 :エプロン、 水筒

∝
⑪=欲
KAMC

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 11日 (土 )

10:00～ 12:00

(2名 )

頌ん魏
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。

★クッキー作 Lリ

体験日 :11月 11日 (土 )

13:00～ 15:00

(2名 )

持ち物 :エプロン

寺:鐙寺靱囀蝙等 鶉蕃

祠 i本を言葛置量慾
デジカメプリントから記念写
真 ・出張撮影など。 ご来店
をお待ちしています。

★子ども同士で記念写真撮影
★デジカメプリント仕上げ

体験日 :11月 18日 (土 )

14:00～ 15i30
(3名 )

服装 :記念写真に写 Lり たい服
普段着も可能

⑦JA喬川県

善通 寺産 直

ふ И あ Li市

横田 政彦さん

地元農家の生産した農作物の

販売 ・切花 ・カロエ食品も人

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 :11月 11日 (土 )

9130～ 12:00

(3名 )

服装 :動きやすいもの

介護認定を受けたお年寄 t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。

★お話を中心にレクリエー

シ∃ンを一緒にしましょう。

体験日 :11月 23日 (木 )

14100～ 15:00

(2名 )

服装 :動きやすいもの

⑫モ lj工 米店 ::   ……

おいしい玄米ごはんで、 健康

な体づくLり をすすめています。

ダイシモ千や玄米を団子やポン

せんべいに加工しています。

★新しい回子やポン菓子のメ
ニュー考案。
★店内のポスターづくLリ

★モリエ新間の記事づくり

体験日 :η η月 23日 (木 )

10i00～ 11:30

(2名 )

①ベー/7リ ー
|ミムラミ:

三村敏夫さん竜
ず
一均んさ彰一江森

③ 社 会福 祉 琺 ス I友 会

デイサービスセンタ

お
…

んで褒蘇轟藤轡
高田 雅史また     ・9~

お客様の健康と美に貢献でき

る商品を毎日作つています。

★ノミンの製造 ・販売の補助

体験日 :11月 11日 (土 )

lq100～ 13:00

(2名 )

持ち物 :エ プロン

C)ASO.BiT
(~7ソ ビット)

山ロ ー之さん

小学生を中心とした簡単なプ
ログラミング教室をやってい

ます。

★プログラムの作 tり 方体験

体験日 :14月 11日 (土 )

q3:00～ 14i30

(4名 )

■
、
は

あ

度

が

年

カロ

時

参
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嘘̈※日時や内容が後少変更する場合がありますが、ご了承くださLl。


