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●おしごと体験専用窓口「エントリーデスク」にてチェックインを行ってください。
●体験費用はチェックイン時に現金にてお支払いいただきます。
　※予約時間の３０分前までにチェックインをいただけない場合、
　　キャンセル扱いとなりますのでご注意ください。
●チェックインが済みましたら開始時間の５分前に各ブースへお越しください。
　※５分前に各ブースにお越しいただけない場合、キャンセル扱いとなりますのでご注意ください。

会場のエントリーデスクへ

抽選申し込み開始：２０２０年１月２８日（火）１１：００から
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抽選申し込み締切：２０２０年２月４日（火）１７：００まで

抽選結果をご登録いただきましたメールアドレスにお送りいたします。

２０２０年１月２８日（火）１１：０
０より 抽選申し込み受付ス

タート！

抽選
予約

結果
発表

イベント
当日

抽選申し込みにあたりご一読ください
●抽選申し込みは保護者の方が行ってください。
●お子様一人につき１回の抽選申し込みができます。
●複数のお子様の抽選申し込みは、まとめて一度に行ってください。
●同じお仕事体験を２回以上受けることはできません。
●体験内容によって年齢制限や保護者同伴の要・不要などの条件がありますので、
ご確認の上、お申し込みください。
●当選後はおしごと体験の変更はできません。
●他の方に当選権利を譲ることはできません。
●申込状況により、追加募集を行う場合がございます。
●抽選申し込み内容に問題がある場合には、運営事務局よりご連絡させていただき
調整させていただくことがございます。
●不正な抽選申し込みが発覚した場合には、全ての当選が無効となります。
●その他、よくあるご質問をWEBサイトに掲載しておりますのでご覧ください。

https://shigototen.com/
スマホ、パソコンからアクセス

おしごと体験30種類以上

未就学児～
  中学生対象
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今年はさらにスケールアッ
プ！

種類
以上の職業体験ができちゃい

ます！30今年はさらにスケ
ールアップ！

種類
以上の職業体験ができちゃい

ます！30

パソコンやスマホから公式サイトにアクセスして、抽選申し込みフォームへお進みください。
3つの時間帯から、体験したい職業をそれぞれ第５希望までお選びいただけます。
その後、抽選でお一人様につき最大３コマがおしごと体験の予約として確定いたします。

ウェブサイトから抽選申し込み

〒639-0243 奈良県香芝市藤山 1-17-17
近鉄 下田駅下車 徒歩約 8分
JR香芝駅下車 徒歩約 12分

お車でお越しの方は
市役所駐車場、または臨時駐車場を

ご利用ください



香芝らしさあふれる商品・サービスの地域ブランド
「KASHIBA+(カシバプラス)」の認定商品、地元農家自慢の新鮮野菜が
集まるカシプラ市場。
さらには、香芝市内の飲食店が工夫をこらした絶品料理も！
ここでしか味わえない「キッズ飯」も楽しめます！！

大人気の仕事から社会を支え
る大切な仕事まで、30以上の
職業からやってみたい仕事を
体験しましょう！
受付を済ませたら、始業時間の
5分前にブースに集合してく
ださい。遅刻は厳禁ですよ！

ものづくりの楽しいところを“ちょこっと”体験できるのが
「ちょこっとWorks」です。
香芝市内の「ものづくり名人」達に教わりながら、
自分だけのオリジナルグッズを作っちゃいましょう！
体験される方は、当日「ちょこっとWorks受付」でお申し込みください！

111 222 333 すみれ商店で、カシバプラスの
商品やお菓子などを「カシー
ナ」で買っちゃおう！
掘り出し物やレアグッズもあ
るかも！？

仕事が終わったら、
銀行でお給料として特別な
お金「カシーナ」がもらえるよ！

カシーナ

https://shigototen.com/
詳しくはWebで

おしごと体験は 事前予約が必要になります

New

30分 90分
 10:30 11:30 13:00 14:00 15:30 16:30
体験時間30分 ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯
体験時間90分 ◯ － ◯ － ◯ －

タイムテーブル体験時間
開始時間

体験内容によって年齢制限や保護者同伴の
要・不要などの条件がありますのでウェブサイトで
ご確認の上、抽選申し込みしてください。

おしごと体験・ちょこっとWorksの体験費用は、すべて一律500円（材料費、保険料、税込）

Power
UP

イラストレーターイラストレーター
お客さんからの注文にあわせて似
顔絵、本、チラシ、ゲームなど色ん
な所で活躍するイラストを描くの
がイラストレーターの仕事です。
自分が描いた絵を使ってオリジナ
ル名刺を作りましょう！

学校の先生学校の先生
学校の先生は、学校での教育活動
を通して、こどもたちが立派な大
人に成長することを手助けする職
業です。「授業の準備を体験する」
と題して、実際に授業で使う小学
生向け・中学生向けの教材を作っ
てみましょう。

ヨガインストラクターヨガインストラクター
インドで確立されたというヨガの
秘密を知り、ヨガポーズの指導体
験をします。体験者のアナタがヨ
ガインストラクターとなり、生徒
の体調に合わせたヨガポーズを指
導してみましょう。

ぬいぐるみ職人ぬいぐるみ職人
ぬいぐるみ職人は、マスコット
キャラクターや記念品など、 お客
さんの要望にあわせてぬいぐるみ
を作るお仕事です。
一番大切なぬいぐるみの毛並みを
整え、首にリボンを巻く「仕上げ作
業」をやりましょう！

プラスチック成形技能士プラスチック成形技能士
食品の多くはプラスチックの容器
に入っています。この容器を金型
という型に材料を流し込み、圧力
を加え形を作るのがプラスチック
成形技能士のお仕事です。紙ねん
どで金型を作って、オリジナル容
器をつくりましょう！

靴下職人靴下職人
いちばん身近な下着の一つ、靴下。
スポーツ選手は自分にあった専用
の靴下を作るぐらいに大切な下着
を作り出すのが靴下職人です。
オリジナルの5本指ソックスを、お
客さんの足のサイズに併せて仕立
てましょう。

フローリストフローリスト
色とりどりのお花をお客様のご希
望にあわせてブーケやアレンジメ
ントに仕立てるのがフローリスト
の仕事です。
季節の花、桃の花を使ってお雛様
のフラワーアレンジメントを先生
と一緒に作りましょう!

インテリアコーディネーターインテリアコーディネーター
インテリアコーディネーターは家
やお店などで使う家具・壁・床など
のインテリアを、お客様の要望に
あわせてコーディネートするお仕
事です。壁紙と床材を選んで、お部
屋のインテリアをコーディネート
してみましょう！

鉄道車両整備士鉄道車両整備士
電車の車両を定期的に点検して、
パーツの交換や修理を行い車両を
安全に運行できるよう整備する仕
事です。パンタグラフや連結装置
を専用の器具を使ってテストした
り、電車のつり革を組み立てる体
験を行います。

大工大工
建築物を建築、修繕するのが大工
の仕事です。大体５～１０年くら
いをかけて多くの技術を習得して
一人前の大工になれます。お家を
建てる工程の中に『棟上げ』があり
ます。お家の大事な骨組みを一緒
に組み立てましょう！

石工石工
石を山から切り出して、建物や彫
刻品などの暮らしに必要な物に作
り上げてきた職人を石工と呼びま
す。職人の道具を使って硬い石を
割ったり、「コア抜き機」を使って
石をくり抜いて、石の小物入れを
作りましょう！

自動車整備士自動車整備士自動車整備士
自動車整備士は専門技術と知識を
いかして自動車の点検や整備、修
理などを行う仕事です。
壊れてしまった自動車を点検して
修理する場所を見つけ、専用の工
具を使ってみんなで修理をしま
しょう！

博物館学芸員博物館学芸員
学芸員は、歴史遺産の資料を収集・
調査・研究を行い、展覧会や講演会
を行う仕事です。
巻物や掛軸の展示方法や、資料を
運搬する時に壊れないようにする
梱包方法を学びます。本物を使っ
た感動をあじわってください。

図書館司書図書館司書
本や雑誌の収集、整理、保存、貸し
出しなどを担当する図書館に絶対
必要な仕事です。
図書館で働く第一歩。ブックコー
トを学んで自分の本にコーティン
グをしてみましょう!

消防士消防士
消火活動・救急活動・救助活動を通
じて市民の生命・身体・財産を守る
お仕事です。
消防士が火災出動時に着る「防火
着」を着て、実際に使っている消防
用のホースとノズルを使って放水
体験をします。

パティシエパティシエ
パティシエは卵やバター、小麦粉、
砂糖などを使い、見た目も美しく、
おいしいお菓子を作り上げるお仕
事です。
ウェディングケーキの飾りとして
使われるマジパン細工で、基礎と
なる薔薇を作りますよ！

ガラス彫刻士ガラス彫刻士
お客さんの希望に合わせて、ガラ
スのコップやお皿、アクセサリー
パーツ等にデザインをして彫り上
げ、世界にひとつだけの商品を作
る仕事です。好きなシールをグラ
スに貼り付けて自分だけの製品を
作ろう！

生活支援員生活支援員
障がいのある方が苦手なことと
『うまく付き合っていく ための手
立て』や『工夫する』ことを一緒に
考えることが生活支援員のお仕事
です。車イスを使用しての介助な
どを体験しながら、支援の仕事を
体験します。

ネイリストネイリスト
ネイリストはお客様の手足のお爪
だけでなく、お肌のケアやトータ
ルコーディネートまでもサポート
するお仕事です。
今回は「ジェルの仕上げ」をチップ
に施術します。可愛いチップにデ
コレーションして仕上げましょう！

メイクアップアーティストメイクアップアーティスト
メイクアップアーティストはお客
様やモデルさんの限られた時間で
しっかりとメイクをするお仕事で
す。自身がモデルとメイクアップ
アーティストになり、好きな柄を
選んで頬にステンシルアートを施
術しましょう！

機械設計技術者機械設計技術者機械設計技術者
機械製品の企画・設計、製造までの
全てに関わるのが機械設計技術者
です。トラス構造という骨組構造
をつかって、重みに耐えられる美
しい橋を設計。出来上がった設計
図を元に、パスタを使って実際に
橋を作ってみよう。

保育士保育士
子どもをお預かりし、生活のお世
話や遊びの環境を整えるお仕事で
す。小さな子どものお世話をした
り、一緒に遊ぶ体験をして、小さな
子どもと仲良くなるコツを知った
り、工夫して遊ぶ楽しさをぜひ体
験してください。

鍼灸師鍼灸師
鍼灸師は伝統的な東洋医学で日本
でも昔から親しまれている職業で
す。ツボの話や、はりに触れたり、
もぐさをお灸する形にしたりする
体験を通じて、コツをつかんだと
きの楽しさを体験してみてくださ
いね！

はいたつ職人はいたつ職人
配達は誰もができる職業の一つで
すが、積み方・道順を自らが決め安
全に運ぶ技術・輸送方法の想像力・
自立性が必要な職業です。
配達の基本動作を学び、車輌から
館内へ荷物を運ぶお仕事を一緒に
体験しましょう！

花火師花火師
花火師の仕事は製造・販売・コー
ディネート・現場と多岐にわたり、
要求されるスキルは異なり、一人
前になるには10年はかかると言わ
れております。
今回は実際に使用している部材を
使って玉貼り体験をします。

医師・看護師医師・看護師
町の診療所の医師・看護師は内科・
外科・小児科・整形外科と幅広い患
者さんを診療する仕事です。
実際に聴診器や簡単な測定機械を
使い診察してもらいます。また点
滴の実演手技などの体験もできま
すよ。

家事代行家事代行
家事代行とは、依頼した方のお家
に訪問し、掃除や洗濯、料理など、
日常の家事をお客様に代わって行
うお仕事です。今回はお掃除のプ
ロが使う道具を使って窓拭き体験
をします。プロのスゴ技、体験して
みてくださいね。

雑貨バイヤー雑貨バイヤー
お店の方針や、お客さんが欲し
い！と思う商品を、国内・海外から
買い付けてくる仕入れのプロがバ
イヤーというお仕事です。
作家さん達から商品を仕入れ、お
店でディスプレイ、販売までを体
験してみよう！

バーテンダーバーテンダー
バーテンダーは、様々なお酒の中
からお客様の好みに合うお酒やカ
クテルを提供しお客様に満足して
夜を過ごしてもらう仕事です。
バーで扱う道具を使い、シロップ
やジュースでノンアルコールカク
テルを作りましょう。

美容師美容師
美容師の仕事は、シャンプー・カッ
ト・ヘアカラー・パーマなど多くの
技術がありますが、お客様と楽し
くお話しできる仕事です。
髪の毛を使って、自分が決めた色
を自分で塗るヘアカラーの不思議
を体験！

パーソナルトレーナーパーソナルトレーナー
パーソナルトレーナーは「なりた
い自分」へのトレーニングプログ
ラムを組み提供する職業です。
正しいトレーニング方法と健康的
な食事方法を勉強した後、ボクサ
サイズと自分だけのプロテインド
リンク作りをします。

警察官警察官警察官
管内で暮らす人々の命や財産を守
ることが警察官の仕事です。
事件発生！警察官になって鑑識
（かんしき）活動を実施し事件を解
決しよう。現場で使う「鑑識道具」
を実際に使って、指紋を採取する
体験をします。

かしばのしごと展って何？

もっと楽しむ かしばのしごと展！ 当日参加OK！

仕事をしよう！ 給料をもらおう！ 買い物をしよう！

親子でも楽しめる30種類以上の「かしばのしごと」を
体験しながら「仕事する→給料をもらう→買い物する」
社会の仕組みが学べるイベントです！

「仕事する→給料をもらう→買い物する」

がっこう せんせい

くつしたしょくにん ちょうこくし

ほいくしきかいせっけいぎじゅつしゃせいかつしえんいん

しんきゅうし

ざっか びようし けいさつかん

しょくにん はなびし いし かんごし かじだいこう

しょくにん せいけいぎのうし

としょかんししょ しょうぼうし
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