
キッズ商店街 in ぶらくり丁
働くキッズ　参加募集

【応募方法】
往復ハガキに
①希望の職種・時間
※警察官、消防士は服のサイズを記入・モールアートはA、
　Bどちらかを記入
②保護者・参加者の氏名 (ふりがな )
③参加者の年齢・性別・学校名
④保護者の住所、電話番号を記入し応募を。
※応募者多数の場合は抽選。結果は郵送で連絡。
※この応募で得た個人情報は同イベントのみ使用。
※⑬研究者、⑰スポーツ伝承館は申し込み不要。

【ハガキの送り先】
〒640-8027
和歌山市米屋町２
みんなの学校「キッズ商店街」係

【締め切り】

7月12日 (金 )必着
【問い合わせ】
みんなの学校　☎073(460)2028
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★希望の職種・時間
※警察官、消防士は服のサイズも記入・
　モールアートはA、Bどちらかを記入
　例)消防士 (オレンジ色・140cm)
　　　13:00～

★保護者、参加者の氏名
　(ふりがな )

　例)保護者　
みんがく　たろう

民学　太郎

　　　参加者　
みんがく　はなこ

民学　花子

★参加者の年齢・性別
　・学校名

　例)10歳・女の子・＊＊小学校　

★保護者の住所、電話番号
　例)〒***-****
      和歌山市００丁００-００
　　　電話 073-***-****
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『みんなの学校』Presents　おしごと体験イベント

2013年

7月27日(土) 
12:00〜16:00

主催／まちづくり連携事業運営委員会　共催／公益財団法人地域地場産業振興センター
協賛各社／大阪ガス　きのくに信用金庫　フォルテワジマ　BLISSぶらくり　後援／和歌山市　和歌山市教育委員会　和歌山リビング新聞社　ニュース和歌山
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⑯スーパーマーケット
　 鮮魚部門

⑰スポーツ伝承館

⑩建築士
⑪モールアート
   作家

⑥警察官

⑦消防士

⑧ドールハウス
　 作家

⑲デザイナー

⑬研究者
①販売員
②シュガークラフト作家

③紀州てまり
④皮革工芸職人
⑤陶芸家

⑱介護士 駅

ステージ
起震車 ⑨ネイルアート

駅

いちご電車

⑫車掌

働くキッズ
職業体験

ブース一覧

②シュガークラフト作家

【対象・定員】小学生・各回5名
【時　間】12:00～
　　　　 14:30～　(1時間半程度 )
【条　件】小学1～4年生は保護者同伴
【材料費】1000円
協力／ル・シュクリエ　主宰　鎌田千香子さん

シュガークラフト作家は
お砂糖を使って色々な作
品を作る仕事です。
お砂糖で作ったパーツを
使って、可愛い額を作り
ましょう。

①販売員

【対象・定員】小学生・各回5名
【時　間】13:00～
　　　　 15:00～　(30分程度 )
【条　件】保護者同伴
【参加費】無料
協力／公益財団法人和歌山地域地場産業振興センター
アンテナショップ「ぶらくり・わかやマーケット」

有田のみかん農家手作りの
ジャム・マーマレードの試
食販売。またイベント用に
作った「きゅうりの浅漬け」
の店頭販売もお手伝い。
※お土産付き

③紀州てまり

【対象・定員】小学生・各回10名
【時　間】12:00～
           　14:00～　(1時間半程度 )
【条　件】小学生低学年の場合は保護
　　　　 者同伴
【材料費】1000円
協力／日本てまりの会　教授宮脇俊美さん

嫁入りのときに持たせ
たという縁起物で和歌
山の伝統工芸品。昔な
がらの手法で作ります。

④皮革工芸職人

【対象・定員】小学生・各回10名
【時　間】12:00～
           　14:00～　(1時間程度 )
【条　件】小学生低学年は保護者同伴、はさ
みなど道具を使います。けがなど保護者責任
のもとお願いいたします。
【材料費】500円
協力／TERRA　藤井康守さん

和歌山市の主力産業『皮
革工芸品』。おしゃれな
財布を作ってみよう ( カ
ラー各種 )。当日はオプ
ションで小花など装飾も
できます。

⑤陶芸家

【対象・定員】幼児から小学生・各回15名
【時　間】12:00～
           　14:30～(1 時間半程度 )
【条　件】幼児、小学生低学年は保護者同伴
※爪は短く切っておいてください。
※作品は8月 21日以降みんなの学校にて受け渡し。
【材料費】1000円
協力／旧紀州藩徳川家御用窯元　伝統工芸紀州端芝焼
六代　阪上重次郎さん

紀州三大陶釡の一つとして
有名な『端芝焼』。手捻りで
作るオリジナル陶芸作品を
作ろう。

ぶらくり丁マップ

⑥警察官

【対象・定員】幼児から小学生・各回6名
　(制服のサイズ　100cm、110cm、
　 130cm男女1名ずつ )
【時　間】12:15～
           　13:25～　(30分程度 )
【参加費】無料
協力／和歌山西警察署

正義のヒーロー警察官。
制服を着てぶらくり丁を
パトロール体験。白バイ
やきしゅう君も登場しま
す。
※白バイは2時まで

⑦消防士

【対象・定員】幼児から小学生・各回5名
　(制服のサイズ　紺色、オレンジ共に
　 120cm、140cm)
【時　間】12:15～
              13:30～
              15:00～
【参加費】無料
協力／和歌山市消防局　和歌山市中消防署

勇敢な消防士。隊員さんと
同じ制服を着て本物の消防
車に乗ってみよう ! 起震車
では地震体験。防災意識を
高めよう。

⑧ドールハウス作家

【対象・定員】小学生・各回5名
【時　間】12:00～
           　14:00～　(1時間程度 )
【材料費】1000円
協力／わかやま suteki クローゼット

去年大好評をいただいた
『ドールハウス作家』。今
年は夏・トレンド満載 !!
もっとキュートにモリモ
リにデコっちゃおう。

⑨ネイリスト

【対象・定員】小学生  
    　　　　　　2名1ペアで5組
【時　間】14:30～　(50分程度 )
【条　件】必ず2名1ペアでお申し込み
　　　　　ください
【材料費】200円
協力／ IBW美容専門学校

マニキュアの上手な塗り方を
習ったら、かわいいネイル
シールで指先をデザイン。
おしゃれを先取りしちゃお
う！

⑩建築家

【対象・定員】小学3年生
                   以上
　　　　　　 各回 6名
【時　間】12:00～
           　14:30～　(1時間半程度 )
【材料費】300円
協力／想建築工房　山中淳さん

建築家が考えた素敵な家の
かっこいい模型を作ろう。
この模型、実は貯金箱。い
まからコツコツ夢のマイ
ホーム計画を。

⑪モールアート作家

【対象・定員】幼児から小学生
　　　　　　各回5名
※当日受付あり。但しなくなり次第終了
【時　間】A：12:00～／13:00～
　　　　    14:00～／15:00～
       　　 B：12:30～／13:30～
　　　　    14:30～／15:30～
【条　件】幼児、小学生低学年は保護者同伴
【材料費】500円
協力／Petit art Jouir　(プティ アート ジュイール)

針金の入った専用モールを曲げ
て、ねじって、巻きつけて、道
具も使わずにできる簡単ハンド
メイドです。

⑫車掌

【対象・定員】幼児から小学生・各回2名
　(男の子90cm～120cm、女の子7号 )
【時　間】12:00～／ 13:00～
           　14:00～／ 15:00～　(30分程度)
【参加費】いちご電車の乗車は50円
協力／和歌山電鐵株式会社　貴志川線の未来を
“つくる ”会

切符を切ったら出発進行！
大人気たま駅長代理も来る
よ !!
※いちご電車には随時乗車
できます

⑬研究者

【対象・定員】幼児から小学生
　　　　　　 当日随時受け付け　
【時　間】12:00～16:00
【条　件】壊れやすいため、むやみに触
ったり乱暴な扱いはご遠慮ください。
【参加費】無料
協力／みんなの学校　ピタゴラスイッチ研究部

古き良き和歌山ぶらくり丁をピタゴラ装置
にて再現。楽しみながら街の歴史を学ぼう。

⑭アクション俳優

【対象・定員】小学生・5名
【時　間】13:15～　
　　　　  ステージショーに参加
【参加費】無料
協力／アクションアクロバット教室
SUCATT( スカット )　映見集紀さん

キッズが大好きなアクションを習って憧れの
アクションスターを目指そう！！
※女子も可

⑮ゆかたモデル

【対象・定員】小学生・10名
【時　間】集合10:00
　　　　 ステージショーは14:00から
【条　件】浴衣、帯、下駄、髪飾りなど一式
　　　　 ご持参できる方
【参加費】無料
協力／ IBW美容専門学校

IBW 美容専門学校が今夏
最旬浴衣トレンドファッ
ションをプロデュース。
姫キャラからお上品系ま
で着付け・ヘアを担当。
※男子も可

⑯スーパーマーケット　
鮮魚部門

【対象・定員】小学生・各回2名
【時　間】12:00～
           　14:00～　(2時間程度 )
【参加費】無料
協力／フォルテワジマ食品館　うお幸

お魚の種類をいくつ答え
られるかな？人気商品お
寿司を実際に作ってみよ
う。
※お土産付き

⑰スポーツ伝承館

【対象・定員】幼児から小学生以上
　　　　　　 当日随時受け付け　
【時　間】10:00～19:00( 最終入場18:30)
※金メダル体験は17:00 まで。混雑の場合
　は入場をお待ち頂く場合あり。
【参加費】無料
協力／わかやまスポーツ伝承館 (フォルテワジマ3階)

ロンドンオリンピック銀
メダリスト田中佑典選手
( 体操 ) の本物の銀メダ
ルに触れてみよう。賞品
がもらえるキーワードラ
リーも開催 !!

⑱介護士

【対象・定員】小学4年生以上・6名 
　( 内デイサービス担当3名 )
【時　間】14:00～　(1時間程度 )
【参加費】無料
協力／BLISS　ぶらくり

やさしいおじいちゃん、おばあちゃんたち
とコミュニケーション。元気な笑顔を待っ
ています。

⑲デザイナー

【対象・定員】未就学児から小学生
　　　　　　 各回 6名
【時　間】12:00～／ 13:00～
           　14:00～／ 15:00～
【条　件】未就学児、小学生低学年は
　　　　 保護者同伴
【材料費】500円
協力／子どもNPO和歌山県センター
キッズステーション

布絵の具を使ってオリジナルデザインの手
提げバッグを作ろう。

ステージイベント
タイムテーブル

12:00
オープニング　
和太鼓演奏～ようすい太鼓夢鼓隊
協力／ようすい保育園

2013夏・トレンドゆかた
モデルファッションショー
協力／ IBW美容専門学校

お笑い芸人ステージ             
　　　　　『笑い』から生まれるコミュニ
　　　　　ケーション術を学んだ子どもた
ちがお笑い芸人となって登場 !!どんな漫才が
飛び出すかは当日のお楽しみ。

※応募要項は裏面参照

絵本作家のしさやかさんと描こう
『ぼくの、私の未来の和歌山』ワー
クショップで描かれた大型キャン
バスをステージにて展示します。
子ども達の自由な発想の世界を
お楽しみください。

わんだーらんどプロフィール
吉本興業所属。芸歴5年目。大阪を中心に活
動中。2011年5月より「和歌山県すみます芸
人」として和歌山県に暮らす。現在、ＮＨＫ和
歌山放送『あすのＷＡ！わびたび』（隔週月曜
日）、テレビ和歌山『ワンカツ』（毎週日曜日）に
レギュラー出演中。またフリーマガジン『Ｌｉｓ
ｍ』にて“きい散歩”連載中。

2015紀の国わかやま国体
マスコットキャラクターきいちゃんと一緒に踊ろう!!

13:15

14:00

アクション俳優
協力／アクションアクロバット教室
SUCATT( スカット )

14:45
人気キャラクター写真撮影会
きしゅう君、たま駅長代理、きい
ちゃんと一緒に写真を撮ろう !!

15:00

A

B

総合司会吉本芸人『わんだーらんど』


