


■対象・定員…小学生・各回 10名
■時間…1 ）度程間時1（ ～00:41／～00:2
■条件…小学生低学年は保護者同伴、木槌など道具を使
います。けがなど保護者責任のもとお願いいたします。
■持ち物…エプロン
■材料費…500円
■協力…TERRA　藤井康守さん

和歌山の地場産業『製革業』。
おしゃれなコインケースを
作ってみよう（カラー各種）。
当日はレザークラフトでイニ
シャルやアニマル柄など自由
にアレンジできます。

④皮革工芸職人

働くキッズ
職業体験

ブース一覧
※応募要項は裏面参照

■参加料…1ブース500円
■
■開催場所…ぶらくり丁商店街アーケード内
■参加条件…小学生 2名以上と保護者 1名同伴原則

※売ってはいけないものは、食べ物、飲み物、生き物、
モデルガン、エアガン、高価なもの、カードは３００
円まで

ぶらくりキッズ
フリーマーケット

『お店屋さんごっこ』の延長のようなフリーマーケッ
ト。使わなくなったおもちゃや着られなくなった洋服
など売るものはすべて子ども用品のみ。子どもが買
いやすい値段も魅力。

■対象…幼児から小学生
■時間…12:00～16:00
■申込不要
■協力…パパチカ

ぬり絵コーナー

かわいいイラストで
和歌山の魅力を伝
える『わかやまの
ぬりえ』。事前応募
なしで当日、自由
に参加できるよ！

■対象・定員…小学3年生以上 ※保護者同伴各回5組
■時間… ）度程半間時1（ ～03:51／～00:41
■条件…保護者同伴、持ち帰り不可、食物アレルギーをお
持ちの方は参加できません
■持ち物…エプロン、台拭きタオル、飲料
■材料費…１組1000円
■協力…ぶらくりきっちん

和歌山ジビエ（イノシシ、鹿）を美味
しく食べる（作る）料理体験です。今
回はぶらくりきっちんオリジナル『美人
コロッケ（鹿肉）』と『男気コロッケ（猪
肉）』を2個ずつ計4個作ります。【命
の尊さ】と【食べる楽しさ】を学びます。

②シェフ

■対象・定員…小学生（120ｃｍ以上）・各回 5名
■時間… 1 3（ ～03:41／～00:2 0 分前にみんなの学校
に集合、1時間程度）
■条件…身長 120cm 以上、保護者同伴、ご利用開始前
に必ず誓約書にご署名をお願いします。
■持ち物…上履き（アクアシューズなど）、タオル、飲料
■参加費…無料
■協力…クライミングジム　タイタンウォール／儀平屋／城プロジェクト

お城の忍者参上 ! 合言葉を
言って手裏剣をゲットしよ
う。その後はクライミング
ジムにて実際に忍者壁のぼ
り修行をしてもらいます。

①忍者

■対象・定員…小学生・各回 5名
■時間… （ ～00:51／～00:31 1時間半程度）
■条件…保護者同伴
■材料費…1000円
■協力…（株）をぐらや

おひな様に使われる着物
地をつなぎ合わせて作る
木目込みまり。昔ながら
の技法をわかりやすく教
えてくれます。

③木目込みまり作家

■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…1 ）度程分03（ ～00:41／～51:2
■持ち物…タオル、飲料
■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商
店街をパトロール体験。
白バイ、きしゅう君も登
場します。

⑥警察官

■対象・定員…小学生・各回 8名
■時間…12:00～／ 14:00～　（1時間程度）
■条件…保護者同伴
■材料費…1000円
■協力…わかやまsutekiクローゼット

毎年大人気のドールハウ
ス作家。今年はあこがれ
のバレリーナ。
誰よりもかわいく、すて
きな世界を作ってみて。

⑧ドールハウス作家

■対象・定員…幼児から小学生・各回 15名
■時間…1 ）度程半間時1（ ～03:41／～00:2
■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々元　伝統工芸紀州瑞芝焼
六代　阪上重次郎さん

紀州三大陶窯（とうよう）の
一つとして有名な『瑞芝焼
（ずいしやき）』。手捻りで作
るオリジナル陶芸作品を作
ろう。

⑤陶芸家

■対象・定員…幼児から小学生・各回6名 
※紺色…120ｃｍ、140ｃｍ
※オレンジ…120ｃｍ、140ｃｍ
■時間…1 ）度程分03（ ～51:51／～54:31／～03:2
■持ち物…タオル、飲料
■参加費…無料
■協力…和歌山市消防局　和歌山市中消防署

和歌山県初導入!最新消火シ
ステム搭載のCAFS（圧縮空
気泡消火システム）車が初登
場。地震体験車も来るよ。み
んなで防災意識を高めよう!!

⑦消防士

■対象・定員…幼児から小学生・各回 3名
（制服のサイズ110cm、130cm、150cm
帽子・ブルゾンセット各 1名）
■時間…12:30～／ 14:00～  (30 分程度 )
■持ち物…タオル、飲料
■参加費…無料
■協力…ヤマト運輸

今年初登場！あらかじめ指
定された訪問店舗へ集配、
ぶらくり丁商店街を往復し
てもらいます。

⑨宅急便

■対象・定員…小学生・各回 5名
■時間…1 ）度程半間時1（ ～00:41／～00:2
■条件…小学生低学年は保護者同伴
■持ち物…汚れてもいい服
■材料費…700円
■協力…mash art MAKI HAYASHI

ドアに飾れるオリジナル
表札を作ろう!チョーク
アートは筆などを使わ
ず、自分の指を使って描
く100％ハンドメイド
アートです。

⑭チョークアート作家

■対象・定員…幼児から小学生
）名1子女、名1子男（ 名2回各 　　　　　　

■時間…12:00～／13:00～
）度程分03（ ～00:51／～00:41　　　　

■参加費…無料
■協力…和歌山電鉄株式会社　貴志川線の未来を“つくる”会

切符をきったら出発進
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。

⑫車掌

■対象・定員…小学３年生以上・各回 6名
■時間…1 ）度程半間時1（ ～00:41／～00:2
■持ち物…筆記用具、木工用ボンドを使うので汚れても
良い服装でお願いします。
■材料費…500円
■協力…SIMS建築設計　一級建築士事務所　想建築工房

建築家が考えた素敵な
家のカッコイイ模型を作
ろう。
この模型、実は貯金箱。
今からコツコツ夢のマイ
ホーム計画を（＾^ ）

⑩建築家（
けんちくいしょうせっけいしゃ

建築意匠設計者）

■対象・定員…小学生・各回6名
■時間…12:30～／13:30～／14:30～
■材料費…700円
■協力…Petit art Jouir KUMIKOさん

モールアートは豊かな想像力
工夫力を活かします。「アル
パカさんとお家」
※アルパカのお家は、当日は
組み立てのみ。

⑪モールアート作家

■対象・定員…小学生・各回4名
■時間…
※パンダ　12:00～／12:30～／14:00～／14:30～
※カブトムシ　13:00～／13:30～／15:00～／15:30～
■条件…小学3年生以下は保護者同伴。作業中に風船が割
れることもありますので予めご了承下さい。
■材料費…300円
■協力…バルーンアートan

丸い風船・細長い風船をひ
ねってくっつけて「パンダ」
「カブトムシ」を作ってみよ

色はどうする？当日お気に入
りをコーディネートしてね。

⑬バルーンアート作家

■対象・定員…小学生・各回 2名
■時間…1 ）度程間時2（ ～00:41／～00:2
■持ち物…エプロン、長靴、タオル、三角巾
■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

⑯魚屋

■対象・定員…小学 4年生以上・6名
■時間… ）度程間時1（ ～00:41
■持ち物…動きやすい服装
■参加費…無料
■協力…BLISSぶらくり

ゲストティチャーに『わ
らべ歌』の先生をお迎
えして、優しいおじい
ちゃん、おばあちゃん
と一緒にレクレーショ
ンを楽しもう。

⑱介護職

■対象・定員…幼児から小学生・先着 50名
■時間…12:00～／受付：みんなの学校

）00:51付受終最、了終第次りなくな（ 
■条件…保護者同伴
■参加費…無料
■申込不要
■協力…みんなの学校謎解きゲームシリーズ

商店街の謎を解き明か
せ !! クロスワードパズル
に答えたら、みんなの学
校オリジナル探偵グッズ
がもらえるよ。

⑮探偵

■時間… ）03:81場入終最（ 00:91～00:01
※メダル体験は17:00まで。混雑の場合は入場をお待ち
いただく場合あり。
■参加費…無料
■申込不要
■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。
賞品がもらえるたのしいゲーム
も開催！！

⑰スポーツ選手

■対象・定員…幼児から小学生・各回 10名
■時間…1 ）度程間時1（ ～00:51／～03:31／～00:2
■条件…未就学児・小学生低学年は保護者同伴
■持ち物…タオル
■材料費…600円
■協力…子どもNPO和歌山県センター　キッズステーション

羊毛フエルトのふわふわ
感を楽しみながらオリジナ
ルアクセサリーを作ろう。
※サイズは自由に調整で
きます。

⑲デザイナー

ステージイベント
タイムテーブル

いよいよ来年に控えた紀の国わかやま国体。大会ダ
ンス『明日へと』を一緒に踊って盛り上げよう!さらに
当日、希望者は動画も撮影。『明日へと』～ぶらくり
バージョン～と題してyoutubeに配信する予定です。

12:00 きいちゃんと踊ろう!!
紀の国わかやま国体ダンス

13:40〜14:00

きいちゃん、きしゅう君、たまちゃん、リリ
クルによる合同写真撮影会

⑳販売員
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ガス漏れ現場へ急行する
緊急車輌も来るよ！

⑥警察官

⑱介護職

⑫車掌 ⑳販売員

和歌山を代表する
キャラクターが勢ぞろい！


