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はじめに
将来なりたい職業はなんですか？

そう聞かれても、すぐに答えられる人は少ないと思います。
　　　　　

でも、それでいいんです。

多くの人は、生きていく中で	
様々な経験、体験を経て、自分の職業を選んでいくのです。

例えばそれは、
自分が作ったものが動いたときの嬉しさだったり。
誰かに「ありがとう」と言われたときの喜びだったり。
頑張る人の姿を見て、力をもらったと感じたときだったり。

君の心を動かしたその体験が	
「この仕事をやってみたい」という気持ちにつながるのです。

今日、君が訪れた「かしばのしごと展」では、	
さまざまな職業の人たちが、体験ブースに来る君を待っています。

今日の体験が、職業を選ぶきっかけに	
なって欲しいと願っているから。

なりたい職業を体験しよう。
それは、君が進む道の第一歩になるのだから。
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イベントタイムテーブル

開会式

カシプラクッキング

ふれあい朝市紹介

カシバプラス紹介

カシバプラス認定式

職業体験 第１部スタート

職業体験 第２部スタート

職業体験 第３部スタート

職業体験 第４部スタート

職業体験 第５部スタート

カシバプラス認定商品を使った料理ショー！
『リーフマウンテンエッグ』『大和マイタケ』『かしば香るみそ』

を使った絶品グルメを皆様にお届け！

新しくカシバプラスの認定品に選ばれた商品を紹介します！
新しもの好き集まれ！

かしばの農家が作った野菜などが集まる
「ふれあい朝市・香芝」を紹介します！

食材・食品から香芝の名所まで
かしばのええもん「カシバプラス認定品」をご紹介！
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14：00

14：30

15：00

15：30

16：00

「かしばのしごと展」の歩き方

お仕事手帳をゲットしよう！

なりたい職業を体験しよう！

給料をもらおう！

かしばのしごと展を楽しむための様々な情報や、
予約した内容が書かれています。お仕事手帳を
持って会場を探検しましょう！

大人気の仕事から社会を支える大切な仕事ま
で、20以上の職業からやってみたい仕事を
体験しましょう！

仕事が終わったら、『ニャント銀行』で給料とし
て「カシーナ」をもらいましょう！

買い物をしよう！
給料をもらったら『すみれ商店』で欲しいもの
を買っちゃいましょう！

●4つ職業を体験すると、5000カシーナボーナス！
●5つ職業を体験すると、さらに 10000カシーナボーナス！
●クイズラリー全問正解で2000カシーナボーナス！

給料アップのひみつ

●はたらくくるまを調査して、カシーナをもらおう 28ページ
●ミートアップストリートで腹ごしらえ 24ページ
●カシプラ市場で香芝のええもん発見！ 22ページ

さらに楽しむ

その１

その2
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みらい塾チャレンジショップ

お給料(カシーナ)は
ここでもらおう！もらった給料で

好きなものを買おう！

見て・触って・乗ってみよう！
クイズラリーでボースナスGET！

腹がへっては
仕事はできぬ！

ミートアップストリート

仕事の受付や
困った時はココへ！

フォト
グラファー

●会場敷地内は、全面禁煙です。
●飲食は各休憩所をご利用ください。
●車いすでご来場のお客さまはスタッフへお声掛けください。
●事故や混乱防止のため、運営スタッフの指示には必ず従ってください。
●法令により所持、携帯が禁止されているものは、持ち込むことはできません。
●酒類（アルコール飲料）についての持ち込みは禁止とさせていただきます。
●イベントの内容は、予告なく変更／中止させていただく場合がございます。
●イベントの様子を撮影した写真や動画をインターネット上へ公開される場合
は、被写体の方の了承を必ずとってください。
●会場内では、運営事務局や出展者、取材メディアによる写真や動画撮影が行
われる予定です。
会場内のお客さまが映り込む場合があります。それらは、イベント終了後の
広告物、取材メディアによるテレビ／新聞／雑誌／WEBなどに露出、掲載
される場合がありますので、あらかじめご了承ください。

その他、ご不明な点等がございましたら、本部またはスタッフまでお尋ねください。

会場内における諸注意事項

鍼灸師
スポーツトレーナー
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保護者の方へお願い
かしばのしごと展にご来場いただきありがとうございます。
かしばのしごと展では、職業体験をされる方の様子を自由に見
学いただけます。
保護者の方と一緒に体験することができるブースもありますの
で、是非ご参加ください。
職業体験の模様を撮影される際には、他の参加者への十分な配
慮をお願いいたします。
特に、撮影した写真や動画をインターネット上へ公開される場
合は、被写体の方の了承を必ずとっていただくようお願いいた
します。
また、イベントの模様を運営事務局や出展者、取材メディアによ
る写真や動画撮影が行う予定です。
それらは、イベント終了後の広告物、取材メディアによるテレビ
／新聞／雑誌／WEBなどに露出、掲載される場合があります
ので、あらかじめご了承ください。
その他の会場注意事項は、４ページの会場マップに記載してお
りますので事前にご一読ください。
多くの子どもたちが安全に職業体験をできるよう、運営事務局
一同心がけておりますが、ご来場者の皆様におかれましても、お
子様の安全に十分ご注意くださるようご協力お願いいたします。

 
本日はご来場ありがとうございます

来年度に向けてより良いイベントを行うために、
皆様からご意見をいただければ幸いです。
スマホで簡単にお答えいただけますので、ご協力どう
ぞよろしくお願いいたします。
https://goo.gl/forms/JMNjNjC4qCaGldyE2

職業体験の流れ

①エントリーデスクで受付をして、お仕事手帳をも
らいましょう。

②始業15分前までに、予約した職業体験のブース
前に集合しましょう。

③出勤したら、お仕事手帳をインストラクターにあ
ずけて、出勤簿に名前を書きましょう。

④インストラクターの説明を受けたら職業体験ス
タートです。

⑤終わったら、出勤シールをお仕事手帳にもらって
次の現場へ移動しましょう。

⑥帰る前に、ニャント銀行に行ってお給料をもらい
ましょう。

⑦すみれ商店でお買い物をしてお家に帰ろう。

就業規則
⨋⨋始業15分前までに必ず職業体験ブースに集合しましょう。
⨋⨋インストラクターの指示にしたがって職業体験をしましょう。
⨋⨋ケガをしたり、具合が悪くなったらインストラクターに報告しましょう。
⨋⨋わからないことがあったらインストラクターに相談しましょう。
⨋⨋ご飯はちゃんと食べて、全力で仕事を楽しみましょう。
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A-01 ロボットプログラマー 
条件に併せてロボットを動かすための最適なプ
ログラムを組み上げる仕事です。プログラムの知
識だけでなく、ロボット自体の仕組みや技術など
も深く知ることが大切な仕事です。

A-02 パティシエ 
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る仕事です。
衛生面や技術をしっかり身に付けるのはもちろん、
最新の技術を学び続ける必要がありますが、お客
様の心を満たす素晴らしい仕事です。

	奈良工業高等専門学校	https://www.nara-k.ac.jp/
･ 奈良県大和郡山市矢田町２２
･ TEL：0743-55-6173･ 営業時間：平日･8:30-17:00

	La	fille	～ラ・フィーユ～	https://ameblo.jp/chantillyinui
･ 〒639-0236　奈良県香芝市磯壁５丁目１０－２１
･ TEL：0745-44-3780･ 営業時間：ホームページからご確認ください。

体験内容
ステージ上の特設コースを使って、香芝の名産品
をロボットに運ばせ一番早くゴールできるよう
にプログラミングとロボットの制作を行います。
レゴ・マインドストームを使った本格的なロボッ
トプログラミングが体験できます。

体験内容
無料体験では、絞り袋を作ったり、クリー
ムに着色をする事ができます。
有料体験では、クリームや葉っぱを絞り、
自分だけのオリジナルシュガーケーキを
作る事ができます。お家でも飾ってお楽
しみいただけます。

体験時間 120分

参加費用 1,000円

参加条件 小学4年生以上

お給料 4000カシーナ

おみやげ 表彰状

体験時間 30分

参加費用 無料・有料(1,000円)

参加条件 ３歳以上※

お給料 2000カシーナ

おみやげ 体験で作ったケーキ
(有料体験のみ)

職業体験紹介
大人気の仕事から社会を支える大切な仕事まで、20以上の職業からやっ
てみたい仕事を体験できるのが「職業体験エリア」です。
香芝で商売をしている人たちが協力してこのエリアを提供しています。
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鍼灸師
スポーツトレーナー

自動車整備士は
外の駐車場です。

ピンク色のブースは
２階になります

図書館司書だけ
エントリーデスク集合です
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A-05 医
いし

師・看
かんごし

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。
幅広い医療知識と患者さんに本当に必要な治療
を地域ぐるみで行うための窓口として日々活躍
しています。

A-06 保育士 
主に０歳から６歳（未就学児）の子どもをお預か
りし、生活のお世話や遊びの環境を整えるお仕事
です。
ひとりひとりの子どもの興味や成長に寄り添い、
感動と驚きがいっぱいのお仕事です。

	医療法人博友会　みちのクリニック	https://michino-clinic.com/
･ 〒639-0231香芝市下田西1-6-12
･ TEL：0745-79-8723･･営業時間：月～土　9：00-12：00・月火水金16：00-19：30

	香芝のおかあちゃん合同会社	LINE@：https://line.me/R/ti/p/%40gnu0414x
･ 〒639-0223　奈良県香芝市真美ヶ丘1-15-15
･ TEL：080-3162-0227･ 営業時間：平日･9:00～17:00

体験内容
実際に血圧測定や聴診、血中酸素濃度や体温測定
などをペアで行いながら体の仕組みや、診察のポ
イントなどを学びます。

体験内容
自分より小さな子どものお世話をしなが
ら、一緒に遊ぶ体験をします。小さな子ど
もと仲良くなるコツ（保育スキル）を知っ
たり、自分で工夫して遊ぶ楽しさをぜひ
楽しんで下さい。

体験時間 30分

参加費用 無料

参加条件 小学生以上

お給料 5000カシーナ

体験時間 30分

参加費用 300円

参加条件 年長児(5歳児)以上

お給料 4000カシーナ

おみやげ 体験で作ったアート積木

※1…小学3年生以下は保護者同伴必須　　※2…小学生未満は保護者同伴必須

A-03 バーテンダー
お酒や料理を作ってお客様にお出しするのはも
ちろんですが、お客様の相談や話し相手になっ
たり、お客様がくつろいで日々の疲れを癒やし
ていただる空間をご提供するのも大切な仕事の
一つです。

A-04 フローリスト（お花屋さん）

花の仕入れから管理、お店での販売はもちろん、
花束やフラワーアレンジメントといったギフト
作りまで幅広く扱うお花の専門家です。
季節の花や使う道具についてもしっかりとした
知識と技術が必要です。

	CAFE＆BAR	Woodstock	http://www.cafe-bar-woodstock.com/･
･ 〒639-0225･奈良県香芝市瓦口2238･シャーメゾン秋山103
･ TEL：0745-49-0949･ 営業時間：月～土･18:00･～･24:00

	FineDay	
･ 〒639-0224･奈良県香芝市別所101-1
･ TEL：0745-79-8781･ 営業時間：9:00～19:00（木曜定休）

体験内容
シェイカーなどの道具を使って、カクテル(ノン
アルコールのジュースです！）を一緒に作りましょ
う。
ただ混ぜたりして作っているのではなく、細かい
分量が必要だったり、意外と技術的な部分も必要
なのです。ジュースを作りながら、物を作る楽し
みを味わってほしいと思います。

体験内容
桃の木や菜の花、チューリップなど季
節の花を使って、ひな祭りをイメージ
した自分だけのフラワーアレンジメン
トを一緒に作りましょう！

体験時間 30分

参加費用 無料

参加条件 ３歳以上※１

お給料 1000カシーナ

体験時間 30分

参加費用 無料

参加条件 年齢制限なし※２

お給料 1000カシーナ

おみやげ 製作したフラワーアレンジメント
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A-07 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
を描く仕事です。手書きのイラストはもちろん、
最近では、パソコンを使ってイラスト制作を行
う人も増えています。

A-08 花火師
花火屋さんと一言で言っても、おもちゃの花火か
ら花火大会の打上げ花火まで様々です。
花火師の仕事は製造・販売・コーディネート・打ち
上げ花火の現場と幅広く、それぞれに要求される
スキルが異なります。

	イラスト工房	ピーチック	https://peachick2017.thebase.in/
･ 〒639-0261･奈良県香芝市尼寺2丁目
･ TEL：090-9529-6313･ 営業時間：平日9:00-16:00･

	葛城煙火株式会社	http://www.firebrand.jp/
･ 奈良県香芝市田尻118
･ TEL：0745-77-4062･ 営業時間：平日8:30～17:00

体験内容
事前に用意した手書きの似顔絵に色を
付けたり、専用のソフトを使って名刺を
作りましょう！
世界で一つだけのオリジナル名刺がで
きちゃいます！

体験内容
花火を真ん丸に開かせるのに一番重要
な玉貼りと呼ばれる工程があります。
クラフト紙を幾重にも貼り重ねていく
のですが圧力が均一になるように丁寧
にかつスピーディーに仕上げていきます。
今回は実際に使用している部材を使っ
て玉貼り体験をして頂きます。

体験時間 30分

参加費用 300円

参加条件 ３歳以上※

お給料 1000カシーナ

おみやげ 似顔絵入りオリジナル名刺

体験時間 30分

参加費用 無料

参加条件 年齢制限なし※

お給料 1000カシーナ

おみやげ 本物の花火の玉を使った貯金箱

※…小学生未満は保護者同伴必須　

A-09 ぬいぐるみ職人
マスコットキャラクターや記念品のぬいぐるみ
など、お客さんの要望に合わせてぬいぐるみを
作るお仕事です。ぬいぐるみを作るには様々な
工程がありますがどれも大切な仕事で一つ一つ
丁寧に作ることが大切です。

A-10 ガラス彫刻師
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など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。
サンドブラスト工法という手法でガラス製品に
彫刻をするのが特徴です。

	株式会社	スプリード	https://www.anniversary-bear.com/
･ 〒639-0226･奈良県香芝市五位堂3-461
･ TEL：0745-51-0800･ 営業時間：平日･9：00･～･17：00･

	株式会社C’ｓ(ガラス彫刻工房ONO)	https://www.ono-gift.com/
･ 〒639-0232･奈良県香芝市下田東5丁目-528-6･･･TEL：0745-47-1478
･ 営業時間：不定休･10:00～19:00･（ご来店前に一度お電話ください）

体験内容
いちばん重要なくまのぬいぐるみの毛
並みを整える仕上げ作業と首にリボン
を巻く作業をしていただきます。

体験内容
今回は好きなシールをグラスに入りつ
け砂を吹き付けて自分だけのオリジナ
ルグラスを制作してもらいます。
仕上げはプロが行いますので、自由にデ
ザインしてみてください！

体験時間 30分

参加費用 無料

参加条件 ３歳以上※

お給料 1000カシーナ

おみやげ 製作したクマのぬいぐるみ

体験時間 30分

参加費用 500円

参加条件 小学生以上

お給料 1000カシーナ

おみやげ 自分でデザインしたオリジナル
のグラス

※…小学生未満は保護者同伴必須　
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B-01 左
さかんこう

官工
左官とは、建築工事において壁や床などを塗る技
術職です。コテを使って、土やしっくい、ケイソウ土、
モルタルなどを塗って壁や床を仕上げる仕事です。
丁寧で根気強く、集中力を持って取り組むことが
求められる職業です。

B-02 大
だいく

工
木造建築の施工などを行う仕事に携わる職業全
般を大工と呼びますが、大工といっても船大工(ふ

なだいく)や宮大工(みやだいく)、型枠(かたわく)大工など
広く分かれます。現在は建築のため木工に従事す
る人を大工さんといいます。

	株式会社クレア
･ 〒639-0222･奈良県香芝市西真美3丁目14-14
･ TEL：0745-78-4104･･･FAX：0745-61-7257･

	株式会社	山本工務店	
･ 〒639-0242･奈良県香芝市北今市1-110-3
･ TEL：0745-76-2751･ 営業時間：平日･8:30～18:00

体験内容
左官職人の指導のもと鏝（コテ）を使い、パネル
に実際の建築現場でも使われる左官材料をこね
て、塗って、直して、こねて。
壁の出来ていく様子が体感できます。普段の生
活では味わえない体験がそこにはあります。

体験内容
大工さんが行う仕上げ工事のフローリ
ング貼りを体験してもらいます。
普段は触ることのない電動工具やエア
工具を使ってモノづくりの楽しさを体
験してください。

体験時間 60分

参加費用 無料

参加条件 ５歳以上※

お給料 4000カシーナ

おみやげ 子供用軍手

体験時間 60分

参加費用 無料

参加条件 小学生以上※

お給料 4000カシーナ

おみやげ 子供用軍手

※…小学3年生以下は保護者同伴 ※…小学3年生以下は保護者同伴

B-03 土
どぼくや

木屋
建物や道路、古くは古墳やお城まで土木業を営
む人たちがそのすべての基礎を担っています。
家が建ったら見ることができませんが、縁の下
の力持ちこそが土木屋です。

B-03 石
いしく

工
エジプトのピラミッドやローマの宮殿、日本のお城など昔か
ら石は人の暮らしを支える重要な物でした。その石を切り出
して加工し、暮らしに必要なものを作り上げてきた職人が石
工です。硬くて重たい石は加工するにも、運ぶにも扱いが大
変難しい素材です。その難しい技術を持つ石工は昔から人々
に重宝がられ、また尊敬されてきた歴史があります。

	株式会社	森建設
･ 〒639-0226･香芝市五位堂1丁目487-2
･ TEL：0745-76-4431･ 営業時間：月～土･9：00～17：00･

	株式会社	ツボイ	http://www3.lint.ne.jp/~tsuboi/
･ 〒639-0246･香芝市今泉21-5
･ TEL：0745-76-0419･ 営業時間：年中無休(年末年始を除く）･･7:30～19:30

体験内容
木の板を組み合わせ、型枠を作成する、
住宅の重要な基礎工事の型枠施工(かた
わくせこう)の体験ができます。セパレー
ターという金物を使い、型枠をフォーム
タイで固定、結束線という細い針金で鉄
筋をハッカーで締めていくなど本格的
な職業体験です。

体験内容
石割体験：石にセリ矢とうい鉄の矢を差し、玄
翁（ゲンノウ）という金槌で矢を順番に叩き込
んでいくと硬い石が二つに気持ちよく割れます。
石ころアート：専用の「石ころアートペン」など
を使って自然石に絵を描いたり、色を塗ったり
して石ころをアート作品に変えてみましょう。

体験時間 60分

参加費用 無料

参加条件 小学生以上※

お給料 4000カシーナ

おみやげ 子供用軍手

体験時間 60分

参加費用 500円

参加条件 小学生以上※

お給料 4000カシーナ

おみやげ 子供用軍手、
製作した石ころアート
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B-05 フォトグラファー
フォトグラファーのお仕事はファッション、報道、
街の写真スタジオなど。写す対象は人、風景、動物
など様々です。しかし共通していることは写真を
通して何を伝えたいのか、どんなことを感じても
らいたいのかを表現するお仕事です。

B-06  靴
くつしたしょくにん

下職人
赤ちゃんからお年寄りまで、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ってもらう
ぐらいに大切な下着を作り出すのが靴下職人です。
実は、香芝には昔からたくさんの靴下職人さんが働いている
のを知っていますか？

	株式会社キャラット	スタジオキャラット＆クレール		https://www.caratt.jp/
･ 〒639-0227･奈良県香芝市鎌田416-1
･ TEL：0745-71-0800･ 営業時間：平日･9：00～18：00･

	杉山ニット工業		https://miashi.jp/	
･ 〒639-0242･奈良県香芝市北今市1-176-1
･ TEL：0745-76-5051･ 営業時間：平日･9:00～17:30

体験内容
家族やお友達の最高の一瞬を撮影し、
パソコンを使って簡単な画像処理を
行ってプリントしフレームに入れて
お持ち帰りいただけます。スタッフ
がサポートしますので小さなお子さ
んでも安心して参加してください。

体験内容
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。
出来上がったらオリジナルの帯紙も一
緒に作って包装。
世界に一つしか無い、オリジナル靴下を
作り上げましょう！

体験時間 60分

参加費用 無料

参加条件 ３歳以上

お給料 2000カシーナ

おみやげ フォトグラファー認定証・自分で撮った
キャビネットサイズの写真（フレーム付）

体験時間 30分

参加費用 無料

参加条件 小学４年生以上

お給料 1000カシーナ

おみやげ 自分でサイズ調整した五本指ソッ
クス、オリジナル帯紙

※…小学2年生以下は保護者同伴必須

B-07 書
しょか

家(藁
わらしょ

書)
墨をすり、筆を整えながら、今、自分が表現したい
ものを想像し、色紙に書・絵を描いていく。書家は
筆と墨で自分を表現するアーティストです。とき
にはお客さんの注文に応じて作品を作ることも
あります。

B-08 鍼
しんきゅうし

灸師・スポーツトレーナー
スポーツ障害の痛みを治したり、体と心の不調を
改善していく職業です。技術だけでなくコミュニ
ケーション能力も必要な職業です。

	藁書（わらしょ）		https://warasyo.jimdofree.com/
･ 〒639-0251･奈良県香芝市逢坂2丁目551－5･･TEL：090‐2359‐6741
･ 営業時間：教室によって異なるため、ご連絡頂くかHPなどでご確認願います。

	みわ鍼灸整骨院	http://miwa.ciao.jp/
･ 〒639‐0251･香芝市磯壁３丁目27－1　TEL：0745－77－6738
･ 営業時間：8:30～12:00･・･14:00～20:00（水・土は午前のみ・日祝休診）

体験内容
自分用のわら筆（極細）をつくり、作品作
りを行います。初めてでも大丈夫、何枚
か練習したあとに色紙に清書しましょう。
完成したときの感動は言葉に表せない
ですよ！

体験内容
テーピングの基礎知識や、肩こり
のツボの場所や指圧の仕方を学び、
喜んでもらえる嬉しさや楽しさを
体験してください。

体験時間 30分

参加費用 500円

参加条件 年齢制限なし※

お給料 2000カシーナ

おみやげ 制作した藁書用の筆と作品

体験時間 30分

参加費用 無料

参加条件 保護者、もしくは友人1名の同伴

お給料 4000カシーナ

おみやげ 体のツボを紹介した小冊子
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B-09 張り子職人
遠い昔からお守りや、子供のおもちゃとして様々
なデザイン、形の張り子が作られてきました。一
つ一つ手作りで丁寧に作られる張り子。
作り手により個性が現れるのが、魅力の１つです。

B-10  政
せいじか

治家
市議会は市民の皆様に代わってその声を市政に
反映するところで、市の意志を決定する議事機関
です。市議会議員は、市に対して政策立案・監視・
議決を行い、市民に対して議会報告等で説明する
責任がある職業です。

	GoodJob!センター香芝		http://goodjobcenter.com/
･ 奈良県香芝市下田西2丁目8-1
･ TEL：0745-44-8229･ 営業時間：11:00～17:00（日・祝はお休み）

	香芝市議会事務局		http://www.city.kashiba.lg.jp/shigikai/
･ 〒639-0292･奈良県香芝市本町１３９７番地

体験内容
3Dプリンターを活用して、オリジナルの原型
を出力。和紙や新聞紙を手仕事で貼り合わせて
行き、最後に絵付けを行います。
今回は、無地の数種類の動物の張り子の中から
１つ選び、ペンで着彩したり、色紙を貼ったりし、
世界に１つだけのオリジナル張り子を作っても
らいます。

体験内容
会場にカッシーのパネルを設置したい！香芝市
から提案された設置場所候補を、議員として検
討しましょう！
現地を視察したり、様々なことを想定しながら
みんなで意見を出し合い、ふさわしい場所を一
緒に考えましょう！

体験時間 30分

参加費用 500円

参加条件 年齢制限なし※

お給料 1000カシーナ

おみやげ 絵付けした張り子

体験時間 30分

参加費用 無料

参加条件 小学生以上

お給料 5000カシーナ

※…小学生以下は保護者同伴必須 ※…小学生以下は保護者同伴必須

B-11 はいたつ職人
さまざまな商品を安全かつ正確に運ぶために技
術を駆使し、喜びを届けるのがはいたつ職人です。
運転・積み方の技術はもちろん、あいさつやコニュ
ニケーションで笑顔に変える感性が必要な職業
です。

B-12  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
業もその一つですが、それ以外にも多くの活動があり、
それらを準備し、実施していくことが主な仕事です。

	奏配送「KANADE	DELIVERY」		
･ 奈良県香芝市下田東5-720-21
･ TEL：0745-47-0536･ 営業時間：年中無休･8:30～19:30

	智辯学園奈良カレッジ	小学部・中学部・高等部		https://www.chiben.ac.jp/
･ 〒639-0253･奈良県香芝市田尻265番地･･TEL：0745-79-1111（代）
･ 営業時間：平日･10:00～16:00　土曜･10:00～14:00（ただし、第２土曜は休み）

体験内容
はいたつの基本、館内のお客様に荷物を
お届けする体験です。地図を片手に無事
に荷物を配達できるでしょうか？「あり
がとう」という言葉の楽しさとはいたつ
が出来た達成感を是非体験して下さい。

体験内容
「授業の準備を体験する」と題し
て、小学生向きのものと、中学生
向きのものの2種類の体験があ
ります。
小学生向きのものは「算数」、中
学生向きのものは「理科」の準備
です。

体験時間 30分

参加費用 無料

参加条件 年齢制限なし※

お給料 2000カシーナ

おみやげ 奏配送オリジナル帽子

体験時間 30分

参加費用 無料

参加条件 [算数編]小学1～5年生⨋
[理科編]小学5年生以上(中学生まで)

お給料 4000カシーナ

おみやげ 製作した教材(紙製パズル)
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B-13 ユーチューバー
紹介動画やゲーム実況動画を作ってYoutube
にアップして広告収入を得るのが主な仕事です。
アイデアひとつで世界中の人に楽しんでもらえ
る動画を作れるのがユーチューバーです！

C-01  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。ハイブリッドカー
や電気自動車など新しい技術満載の車を相手にできる、
機械いじりの好きな人は特に向いている職業です。

	かしば産業展	実行委員会		https://shigototen.com/

	吉川自動車（ヨシカワ株式会社）		http://www.yoshikawa-auto.com/
･ 〒639-0225･奈良県香芝市瓦口2001番地･･TEL：0745-79-8966
･ 営業時間：月～金･8：30～18：30･土･8：30～17：30

体験内容
さまざまなジャンルのゲームから
１つをみんなでプレイしよう！
もちろん、お題を用意してあるので
みんなで協力してお題クリアを目
指そう！

体験内容
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！
ガチャガチャとネジを締めて、悪いところを直
していく中で修理をする楽しさを見つけてく
ださい。

体験時間 30分

参加費用 500円

参加条件 小学生以上

お給料 1000カシーナ

おみやげ ありませんが、Youtubeで配信予定です

体験時間 60分

参加費用 無料

参加条件 ４歳以上※

お給料 2000カシーナ

おみやげ 子ども整備士免許、
整備士修了証書

C-02 図書館司書
図書や雑誌の収集、整理、保存、貸し出しから情報
サービスなど一切を担当する図書館には不可欠
なお仕事です。
図書館を利用する幅広い利用者のために本の案
内人として、日々活躍しています。

C-03  博物館学芸員
博物館には学芸員という資格をもった専門職員がいます。
学芸員は、郷土の魅力ある歴史遺産に伴う資料を収集・調査・
研究を行い、市民の方々が郷土の歴史や文化財に対する興味
や関心をもっていただけるように展覧会や講演会なども開
催しています。また、資料の保存や管理も重要な仕事です。

	香芝市民図書館		https://www.lib100.nexs-service.jp/kashiba-city/
･ 〒639-0243･奈良県香芝市藤山1-17-17･･ふたかみ文化センター3階･･TEL：0745-77-1600
･ 営業時間：火曜日～金曜日　9:30～19:00･･土曜日・日曜日・祝日　9:30～17:00
･ ※･休館日についてはウェブサイトをご確認ください。

	香芝市二上山博物館		http://kashiba-mirai.com/
･ 〒639-0243･奈良県香芝市藤山１丁目１７－１７･TEL：0745-77-1700
･ 営業時間：9:00～17:00（入館は16:30まで）･休館日：月曜日
･ ただし、国民の祝日、振替休日に当たる場合は翌日以降最も近い平日が休館日なります。

体験内容
図書館内でプロと一緒に本の返却受け
受けの仕事をしましょう。戻ってきた本
をパソコンで処理して、本を元の棚に戻
す作業を体験します。
戻す作業を続けていくと図書館の仕組
みが見えてきますよ。

体験内容
巻物や掛軸の取扱いと展示方法、資料を
運搬する時に壊れないように梱包する
方法を体験します。本物を使った感動を
あじわってください。

体験時間 30分

参加費用 無料

参加条件 小学３年生～６年生

お給料 2000カシーナ

体験時間 30分

参加費用 無料

参加条件 小学生以上

お給料 2000カシーナ

おみやげ オリジナル冊子

※…小学生未満は保護者同伴必須
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11:00 カシプラクッキング
カシバプラス認定商品を使った、お料理好きの方のための料理ショーです。
こだわりの新鮮卵葉山・大和マイタケ・かしば香るみそを使った絶品グルメを皆様にお届
けします！

12:00 ふれあい朝市
かしばの農家が作った野菜などが集まる「ふれあい朝市・香芝」
厳選した材料・手作りにこだわり、市内の小学校や幼稚園などの給食にも使われている商
品をご紹介いたします！

12:30 カシバプラス 紹介
かしばのええもんを集めた「カシバプラス」
食材・食品はもちろん、香芝の名所まで幅広く集めたカシバプラス認定品をご紹介いたし
ます。

13:30 カシバプラス認定式
新しく、カシバプラスの認定品に選ばれた商品などをご紹介いたします。
ぜひお立ち寄りください。

ふれあい朝市・香芝

カシプラ市場 ステージ

新鮮野菜、果実、山菜、鶏卵、生花、米、みそなど
香芝市内の農家が生産した商品を中心に販売
しています。大好評の「かしば香るみそ」も販売
しています。ぜひお立ち寄りください。

ふれあい朝市・香芝実行委員会
香芝市下田西1丁目335-3
JAならけんかしば支店展示場
JR香芝駅 徒歩 1分 近鉄下田駅 徒歩 4分

香芝らしさあふれる商品・サービスの地域ブランド「KASHIBA+」の認
定商品、さらに地元農家自慢の新鮮野菜が勢揃いするのがカシプラ市場
です。カシプラ商品を使った料理ショーや振る舞い料理、ふれあい朝市の
タイムセールなどが盛りだくさんです！

カシバプラス

KASHIBA+(カシバプラス)ってなに？

カシバプラス認定品は、今までにない特産品や土産物を作り販売する
ことで、地域経済の活性化・香芝に愛着を持っていただくために創設
した地域ブランド「ＫＡＳＨＩＢＡ＋（カシバプラス）」です。
2015年 11月にスタートし、市内に活動拠点がある
個人や団体などを対象に、食品と工業・工芸品、無形の
３部門を中心に認定品が毎年増えています。

認定品の一部はオンラインサイトでご購入いただけます。
ぜひ、ご利用ください。
https://kashiba-plus.com/

カシバプラス事務局 (香芝市商工会内 )
〒639-0244 奈良県香芝市本町1396-3
TEL：0745-77-4328  WEB：https://kashiba-plus.com/

食品

大和香芝のたまご香るプリン 悠久の光
かしば香るみそ 大和肉鶏の親子丼 大和マイタケ
こだわりの新鮮卵葉山 TAM-RING TAMバーム
TAMバーム KAKERA ふたかみサブレ プレミアム
工業・工芸品

ダルマもりソックス
香芝産靴下生地で作るオリジナルキャラクターぬいぐるみ
ＰＩＣＮＩＣ（ぴくにっく）
無形

屯鶴峯ものがたり 二上山を望む千股池湖畔
光と音の祭典「冬彩」 平野地区の香平 (かびら )餅作り

カシバプラス認定品一覧

お問い合わせ
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M-1  おみちゃんの台湾唐揚げ
余分な皮・脂を取り除き竜田揚げを
ベースに研究と試行錯誤を重ねてたど
り着いた理想の味。
本場の香辛料や薬膳を使用しつつも、
日本人の舌にもあう絶妙の味付けで、
冷めても美味しく召し上がっていただ
けます。奈良県初の「台湾唐揚げ専門
店」の味を、ご賞味下さい！

おみちゃんの台湾唐揚げ
電　　話･ 090-365-2992

M-2  焼き肉 はなぶさ
親子に2代渡り、受け継いできた“確かな目利き”。
47年の歴史がそこにはあります！
老若男女全ての人が「国産の黒毛和牛」をお腹いっぱい食べて頂くこ
とで地元に愛される名店が、かしばのしごと展に出店。ぜひ味わって
ください！

焼き肉	はなぶさ
住　　所･ 香芝市上中52-4
電　　話･ 0745-76-8723
営業時間･ 11：30～14：30
･ 17：30～23：00
http://www.yakinikuhanabusa.jp/

ミートアップストリート
腹がへっては仕事はできぬ！

香芝には焼肉屋さんをはじめとした「肉」
料理自慢のお店が多いことを知っていま
すか？
ミートアップストリートには、香芝市内
の肉料理自慢のお店が集まり自信作を食
べることができます。

休憩所
A

休憩所
A

当日受付・キャンセル受付
ボード

医師
看護師

A-05

保育士
A-06

イラスト
レーター

A-07

花火師
A-08

図書館司書 博物館学芸員

A-09

焼き肉
はなぶさ

M-02

おみちゃんの
台湾唐揚げ

M-01

まにまに
M-03

カシバーガー

M-04

ガラス
彫刻師

A-10

ロボットプログラマー

A-06

受付（当日・キャンセル）

事前予約受付 エントリーデスク

かしぷら市場

メイン
ステージ

Aブース

本部

3F図書館

パティシエ
A-02

バーテンダー
A-03

フローリスト
A-04

ミートアップ
ストリート

ぬいぐるみ
職人

実は、香芝には豆からこだわるコー
ヒーショップが数多くあります。
中には、その場でお客さんの好み
に合わせたブレンドを作ってくれ
るお店も！
かおりカフェで、香芝のコーヒーを
お楽しみください。

香芝市商工会では、香芝で起業し
たい方に向けて、地元企業家・地
元金融機関のサポートを交えて学
べる創業塾、「みらい塾」を毎年開催
しています。これまで、多くの卒業
生が香芝みらい塾で作った事業計
画書を元に起業し活躍しています。
これから香芝で起業する、みらい
塾 卒業生への応援、よろしくお願
いいたします！
https://www.facebook.com/kashiba.miraijyuku/

みらい塾チャレンジショップ
RS CAFE

Aブース内カフェ はたらくくるま広場内カフェ
カフェコーナーカフェコーナー
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Aブース  ベーグルアンドカフェ L
ロール

oL
香芝の旭ヶ丘の住宅街にあるベーグル専門店。100%国産のオリジ
ナルの小麦粉に加え、業界ではめずらしく牛乳と卵を使用し、従来の
ベーグルよりも”もっちり、ふんわり”の食感を味わえるお店。本日は、
自慢のコーヒーを味わえます。

bagel	&	cafe	LoL
住　　所･ 香芝市旭ヶ丘1-29-7
電　　話･ 0745-71-0141
営業時間･ 8:00～18:00

くるま RSCAFE みらい塾チャレンジショップ
香芝みらい塾は、地元企業家・
地元金融機関のサポートを
受けながら実際に起業に至
るまでのプロセスを「講義」
「グループワーク」「プレゼン
テーション」を交えて学び、
確実性の高い事業計画書を
作り、起業するための創業塾
です。

2018年度の受講生が、かしばのしごと展でコーヒーなどドリンクを
販売します。普段はあまり見る事のできないキッチンカーで販売す
るので、ぜひ飲んで下さいね！

M-4  カシバーガー
かしばよさこい祭・食の祭典などで人気だったカシバーガーが、かし
ばのしごと展に登場！
当日しか味わえないカシバーガーを、是非味わってください！

M-3  まにまに
2019年3月下旬　気持ち新たに二上駅にてリニューアルオープン！
店長秘伝の「出汁」を使用した四季に合わせた創作料理を一足先にイ
ベントにてご堪能下さい。
⨋

まにまに
住　　所･ 香芝市穴虫27-12
･ 増田ビル1号
電　　話･ 0745-71-4151
http://wagohan-mani.com/

※写真はイメージです



     はたらくくるまを調査せよ！
はたらくクルマ達に隠された秘密を解き明かすクイ
ズラリーも開催。
全問正解すると報酬として「カシーナ」がもらえるの
でチャレンジしよう！
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はたらくくるま広場には香芝市内で日々活躍し
ている車たちが大集合します！パトカー・消防
車はもちろん、普段は触れることがない車たちを、
見て・触って・乗ってみましょう。  ロードスキャナー （移動計測車両）

ロードスキャナーは、車で走るだけで、道路や町の3D
モデルが作れる特別な車です。
スマホなどにも使われている位置情報システム（GPS）
やレーザースキャナ、1台のカメラで360度を撮影でき
る全方位カメラを使って道路周辺を三次元で測量して
います。

協力⨋ 株式会社⨋アスコ大東⨋
⨋ （2019年4月1日以降⨋株式会社日本インシーク）⨋
⨋ 大阪市中央区南本町3-6-14イトゥビル⨋
⨋ TEL：06-6282-0310(代表)⨋

⨋ WEB：https://www.as-dai.co.jp/

 高所作業車
高所作業車は、電線や電話線などの工事、街灯の修理な
ど、高い場所での作業で活躍する車です。
アーム(うで)の先の箱に人をのせ、高い所にアームを
伸ばし作業をします。町の街灯の電球は、この車が取り
替えてくれています。

協力⨋ かしば産業展⨋実行委員会⨋
⨋ WEB：https://shigototen.com/

 キッチンカー （移動販売車）
キッチンカーは、できたてのハンバーガーやクレープ、
ラーメンなどの食べ物を色々な場所で売るための車で
す。車の中に調理器具や冷蔵庫、水道なども完備してい
るので飲み物、アイスクリームなども販売できるとて
も便利な車です。

協力⨋ 張さんの台湾スノーアイス⨋
⨋ 奈良県香芝市⨋
⨋ TEL：070-3179-2668

 パトロールカー （警
けいら

邏用無線自動車）
市内をパトロールし、犯罪や事故を未然に防ぐために
活躍しているパトカー。
パトカーは1950年に日本で初めて登場し、今では小型
のパトカー（ミニパト）やオートバイ（白バイ）など様々
な種類のパトカーが日々活躍しています。

協力⨋ 香芝警察署⨋
⨋ 香芝市畑２丁目１４７４番地１⨋
⨋ TEL：0745-71-0110⨋
⨋ WEB：http://www.police.pref.nara.jp

 高機動車
自衛隊員や物資を運ぶために活躍してるのが「コウキ」
と呼ばれる高機動車です。
普通の道はもちろん、山道などのデコボコ道でも走れ
るように特別なタイヤや仕組みが満載です。

協力⨋ 自衛隊⨋橿原地域事務所⨋
⨋ 橿原市内膳町５丁目2-34⨋ナカタニ第２ビル３階⨋
⨋ TEL：0744-29-9060⨋
⨋ WEB：⨋
⨋ http://www.mod.go.jp/pco/nara/kashihara_office2.html

 救助工作車Ⅱ型 （レスキュー車）
救助工作車は、火災や交通事故、自然災害など一般生活
上で起きるさまざまな救助事案に必要な資機材を積載
し、現場へ急行して救助活動を展開するための車です。
車両にウィンチ、クレーン、照明装置、荷台にはしご、油
圧カッター、空気ボンベなどのたくさんの機材を搭載
しています。

協力⨋ 奈良県広域消防組合　香芝消防署⨋
⨋ 香芝市本町１４６２番地⨋
⨋ TEL：0745-76-4119⨋
⨋ WEB：http://wwwnaraksk119.jp/



30 31

SPONSORS
⨋ ⨋

	 AC設計企画	株式会社	 株式会社	クレア
	 黒松紙器	株式会社	 SHAKTI
	 ふたかみ法律事務所	 株式会社	安田保険企画
	 株式会社	山本寿司本舗	 株式会社	料理かしば
	 香芝市商工会	 香芝市商工会	青年部

	 あかり屋・ひかり屋	 池木プラスチック株式会社
	 株式会社	オガワ	 株式会社	オクヤマ・タイアップCP
	 香芝市中学制服協会	 葛城煙火	株式会社
	 株式会社	キタイ	 澤事務所
	 株式会社	三和	 株式会社	C's	ガラス彫刻工房ONO

全奈良県建築労働・協同組合	香芝支部
	 株式会社	千都	 株式会社	中谷モータース
	 奈良中央信用金庫	香芝支店	 株式会社	縄田技建
	 花のたかや	 ますい労務管理事務所
	 株式会社	森建設	 大和信用金庫	香芝支店
	 株式会社	大和製砥所	 株式会社	ヨシダ
	 レッグニット田中	 和田建設

株式会社	南都銀行

はたらくくるまをしっかり調査して、全問正解を目指そう！
※クイズラリーの報酬は中学生以下の方のみとさせていただきます。予めご了承ください。

市内をパトロールし、犯罪や事故を未然に防ぐために活躍しているパ
トロールカーは、1950年に初めて登場しましたが、その時、配備され
たパトカーは何台だったでしょうか？
①1台⨋⨋⨋②3台⨋⨋⨋③47台⨋⨋⨋③1724台

自衛隊員や物資を運ぶために活躍している高機動車は、普通の道はも
ちろん、山道などのデコボコ道でも走れるように特別なタイヤを使っ
ています。それはどんなタイヤでしょうか？
①中
なかご

子タイプのタイヤ⨋ ②カーカスコード強化タイプのタイヤ⨋
③サイドウォール強化タイプのタイヤ⨋ ④マッドテレーンタイプのタイヤ

火災 や 交通事故、自然災害 な ど で 起 き る さ ま ざ ま な 救助事案 に
対応 す る た め の 救助工作車 に は 様 々 な 機材 を 搭載 し て い ま す。 
次のうち、救助工作車Ⅱ型(レスキュー車)搭載していない機材はどれ
でしょう？
①空気切断機⨋⨋⨋②油圧切断機⨋⨋⨋③水圧切断機⨋⨋⨋④ガス溶断機

車で走るだけで、道路や町の3Dモデルが作れるロードスキャナー(移
動計測車両)は、様々な測定機材を使って道路周辺を三次元で測量して
います。次のうち、測量に使っていない機材はどれでしょう？

⨋⨋⨋⨋⨋⨋⨋⨋⨋⨋①デジタルカメラ⨋⨋⨋②レーザー⨋⨋⨋③GPS⨋⨋⨋④超音波

電線や電話線などの工事、街灯の修理など、高い場所での作業で活躍し
ている高所作業車には2つの分類があります。高所作業車の構造の分類
としてあっているものはどれでしょう？

⨋⨋⨋⨋⨋⨋⨋⨋⨋①高床式⨋⨋⨋②スイング式⨋⨋⨋③ブーム式⨋⨋⨋④水平昇降式

できたてのハンバーガーやクレープ、ラーメンなどの食べ物を色々な
場所で売るためのキッチンカー(移動販売車)では、きれいな水をいつ
でも使えるようにタンクがついています。キッチンカーに搭載されて
いる水道用タンクは何リットルあるでしょうか？

⨋⨋⨋⨋⨋⨋⨋⨋⨋①100L⨋⨋⨋②200L⨋⨋⨋③300L⨋⨋⨋④400L
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キャンセル待ち予約表

キャンセル待ち注意事項
⨋⨋ キャンセル待ちをお申し込みいただいた職業体験ブースに、開始時間の15分前までにお集
まりください。
⨋⨋ キャンセルが出た場合、キャンセル待ち予約番号の若い順にお呼びいたします。
⨋⨋ お呼びした方がいらっしゃらない場合には次の方へキャンセル待ち権利が移ります。
⨋⨋ 定員に達しましたら、その時点で参加は締切となります。
⨋⨋ 有料体験のキャンセル待ちをされる方は、事前に体験費用をお預かりさせていただきます。
また、実際に職業体験を受けられなかった場合には返金をいたします。

返金について
エントリーデスクにて有料体験のお支払いをいただいた後、実際に職業体験を受けられなかっ
た方は料金をお戻しさせていただきます。
⨋⨋ イベント当日中（2019年3月3日）は、16:00までエントリーデスクにてで承ります。
⨋⨋ それ以降は、2019年3月20日17:00まで市役所⨋商工振興課窓口にて返金受付をいたしま
す。（平日⨋9:00⨋～⨋17:00）
⨋⨋ 返金手続きを行う際には⨋①職業体験の受付をしたお仕事手帳⨋②領収書⨋を必ずお持ちくだ
さい。ご提示いただけない場合、返金に応じられませんので予めご了承ください。

かしばのしごと展 
-かしば産業展2019-

主催：かしば産業展実行委員会
[主催構成]･ 香芝市・香芝市商工会・香芝市農業委員会・
･ 公立大学法人奈良県立大学･
･ 独立行政法人･国立高等専門学校機構･奈良工業高等専門学校
･ 株式会社南都銀行

[後　　援]･ 奈良県・香芝市教育委員会・近畿経済産業局
･ 公益財団法人奈良県地域産業振興センター･奈良県よろず支援拠点

⨋
⨋
⨋
⨋

職業体験チーム
片岡⨋祐亮⨋ 澤田⨋定一良⨋ 喜田⨋真史⨋ 森⨋正幸⨋ 佐野⨋寛
元田⨋真行⨋ 山本⨋敦史⨋ 佐野⨋良

設営チーム
香芝市商工会⨋青年部有志

ボランティアスタッフ協力団体
畿央大学⨋ 奈良県立大学⨋ 香芝市内⨋幼稚園・小学校⨋PTA有志

制作協力
株式会社⨋イベント２１⨋ 宇田⨋威

企画・制作・デザイン
株式会社⨋アスタリズム
仲村⨋尚史⨋ 佐藤⨋圭一⨋ 丸山⨋愛子⨋ 小川⨋浩史⨋ 宮澤⨋修平
中島⨋冴子⨋ 山中⨋琢

実行委員長
平越⨋國和

副実行委員長
吉村⨋増雄

監事
清水⨋英治

実行委員
山下⨋真弘⨋ 津田⨋康英⨋ 中村⨋秀美⨋ 井口⨋敬之（チーム統括）
吉村⨋孝勝（企画運営チームリーダー）⨋ 森口⨋高平（職業体験チームリーダー）

企画・運営チーム
平越⨋國康⨋ 坪内⨋達雄⨋ 南⨋郁子




