
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 |
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今年も小学生中高学年を対象に『キッズお仕事体験 inぜんつうじ』を開催します !

このプログラムは、子育て支援NPOと地域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<り 。まちづ<りを行うことを目指して開催しています。

近年、地域とのつながりを得ることが難しい時代ですが、「お仕事体験」を通して、子どもたちが地域の
一員として、楽しみながら社会の仕組みを学び、社会で働<こと、暮らしてい<ことの喜びを感じてほしいと
企画しました。市内の商店・工場などでのお仕事体験を通して、地域の方々との出会いや交流を楽しみませ

んか ?未来あるお子さまのご参力0を心よりお待ちしています ||

場所 :各体験先 (現地集合)

★お仕事をやってみよう |

★お店の人や地域の人との交流を楽しもう |

名

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 |

鶉 i傘 轟幸込纂 晰 |‐傘
グループでの参加はご遠慮ください。
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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。

参力□が決定した方には後日、お申込みいた
だいたメール等へご案内をお送りします。

またお申込みと同時に、写真撮影・紙画等
掲載へのご了承もお願いします。

【 助 成 】
【問しヽ合わせ】

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・善通寺市商店連含会

公益財団法人あしたの日本を倉」る協会 「生活学校」
NPO法人子育てネット<す<す事務局 (担当 :齋藤 )

TEL/0877-64-0580  Emai/kidsOk― kusu.oom
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翡 孝‐傘 霰遣幾橿 晰 ●傘
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オ llエ ンテーション
10月 26日 (土 )掲ЮO～ 裕βb

場所 :善通寺市総合会館 3階学習室

★お友だち&スタッフと顔含わせ

★体験先へ見学・取材に行<よ |

～お仕事のことた<さん聞いてみよう～

★取材で分かつたことをまとめてみよう !

募集人数 :34名 ※応募多数の場合は抽選とします。

対象 :小学校 3年生～ 6年生

参加費 :1,000円 (保険料・記念写真 。材料費など)

申し込み締切 :¬ 0月 6日 (日 )まで

お申込み方法 :LINEまたはメールでお申込みください。

①お子さんの氏名 (′ 5、りがな)

②小学校名。学年・性別

③保護者の氏者

④郵便番号・住所

⑤緊急連絡先 (活動中の連絡先・携帯番号)

⑥お仕事体験希望先 【第3希望まで選択。裏面参照】

⑦伝えておきたいこと (アレルギー。
1建康面。発達面など)

保護者の声 (昨年度のアンケ ートヽよう)

。最初は不安もあったようですが、 最終的にはどのプログラム
も楽じめたようで、参力□してよかつたと喜んでいました !

・事前準備や振り返りの3寺間もしっかりと取つてくれているのが

良かつたです。

・大学生など普段関わることがないので、それも嬉しかったそ

うです。色々な人のお世話になり、お仕事体験ができたこと
もいい経験になつたと思います。

お仕事体験当日    キッズ
:交

流会
11～ 12月 体験先によつて日げ違します  12月 14日 (土 )13:30～ 15:00

場所 :善通寺市総含会館3階学習室

☆お仕事体験をみんなで振り返ろう |

～工作をしたり、どんなお仕事体験をしたのか
みんなに聞いてみよう～
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お仕事体験先のご
1紹

介
※日0寺 や内容が多少変更する場含がありますが、ご ∫歌ください。

内容 :簡単なプログラミング体験 」η月 4日 (月・祝 )

13:00-45:00
1」 月 3日 (日 )14:00～ ¬5:30

持ち物 :軍手・汚れてもいい服

体験したいお店を 3つ選んで、第 」～第 3まで

希望する順番を決めて<ださい。

※ただし、みどり色のグループ (⑨①①)から

は 1つしか選べません。

③畑田サイクル (2者)   ④モリエ米店 (3名 )

自転車の販売や修理を行つていま  どうしても玄米ご飯がダメな声

す。出張1参理などお客様のご要  には分揚き米をお勧めしていま

望に出来る限りお応えします。   す。ダイシモチを混ぜて炊けば、

内容 :冒

蹴 堰菖轟国の1多理  喬曇子|し

・ビタミンも美味しく摂

自転車の組み立て     内容 :ポン菓子カロエの手伝いなど
12月 8日 (日 )13:00～ 」5:00

冊
鵞

③ ネi含福祉法人正反会

デイサービスクタおひいさん (28)

弁護認定を受けたお年寄りが、

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。

内容 :お話を中心にレクリエー

シ∃ンを一緒にしましょう。

41月 4日 (月 。祝 )

14:00-15:00
服装 :動きやすいもの

①ぜいた<堂 (各日4名 )

主に学校給食のバン・炊飯を作つています。

内容 :バン作りの手伝い。バン袋入れ

体験日A:¬ 1月 9日 (土 )

体験日B:14月 16日 (土 )

両日とも9:00～ 12:00

持ち物 :エプロン

① ASO.BI丁 【アソビット】(3C)
2020年度から学校の授業に導入

されるプログラミング教育に文1応

できる小さな教室です。

⑤子夢の家 (2名 )

乳幼児親子のための子育て支援
施設です。赤ちゃんと′も、れあつた
り、小さい子と思いっきりあそぶ
ことができます |

内容 :遊びに来た親子との

′3、 れあい 。イベントの準備
11月 9日 (土 )10:00～ 12:00

服装 :汚れてもいい服 。
1目 子

② い わ ま黒板製作所 (4名 )

教室で毎日使う黒板やホワイト

ボードを作つてしヽる工場です。

内容 :小さな黒板作り体験

⑥金倉寺 (2g)

お遍路さんやお参りに来られる方
が気持ちよくお参りできるように
お迎えしています。

内容 :売店の補助・祈願の準備

掃除

1」 月 2日 (土 )10:00～ 」」:30

① 善 通 寺 市 立 図書 館 (4g)

約 97,000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。

内容 :受付・書架整理 。本の修理

¬¬月 2日 (土 )9:00～ 12:00

持ち物 :エプロン

※以下 (みどり色のグループ)からは 1つしか選択できません。

⑨ベーカリーKAMO(2名 ) ①ベーカリーミムラ(2C)
種類豊富な調理バン、菓子バンを製造 。   お客様の健康と美に貢献できる商品を毎日

販売しています。             作つています。

内容 :接客など

11月 16日 (土 )

9:00～ ¬2:00
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■    内容:バンの袋入れなど
1」 月 2日 (土 )

11:00～ 43:00

持ち物 :ェプロン

私たちは善通寺での子育てを応援しています !(協賛 )
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デ鋼蠅かおひいさん
善通寺市生野田 1308-3

TEL 6 4-2280
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ホームページ Seivuukai.jp

お仕事体験の受け入れ、協賛企業・商店を募集しています !

子どもたちの体験活動にぜひご協力をお願いいたします。

ベーカリーミムラ
善通寺市善通寺町 4-7-38
四国こどもとおとなの医療センター前

丁EL 62-1445
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岬会社運hnたく重
本社工場 〒7650012 香川県善通寺市上吉田町 103

TEL(0877)62-0237(代 )


