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特別企画 〇匠の技披露（実演）
〇レーシングカーがやってくる
〇ロボットプログラム体験
〇出前けんせつみらいフェスタ2019（10月26日のみ）
〇地震グラグラ体験（10月26日午後のみ）
〇缶バッチづくり（10月27日のみ）

プロの指導のもと様々な種類のしごとを体験する「しごと体験教室」と
ものづくりを体験できる「ものづくり体験教室」を開催します。

駐車場には限りがあります。
できるだけ公共交通機関を
ご利用下さい。

長浜バイオ大学ドーム（長浜市田村1320）
最寄駅：JR琵琶湖線「田村駅」から徒歩７分（約500m）
小学生・中学生・義務教育学校生
※体験教室によって対象学年が異なります。

当日抽選制（一部の体験は先着制）

10月26日（土）・27日（日）10月26日（土）・27日（日）
日　　時

しごと
チャレンジ
フェスタ
２０１９

しごと
チャレンジ
フェスタ
２０１９

滋賀
ものづくり
フェア
２０１9

滋賀
ものづくり
フェア
２０１9

＆＆

【体験教室：両日10：00～16：30】
【体験教室抽選券配布：両日９：30～】
【オープニングセレモニー】26日（土） 9：40～

参加は無料だよ！

フェスタコインが
もらえて
お買い物が
できる！！

ものづくり体験で
つくったものは
持って帰れるよ！

日　　時

内　　容

会　　場

対 象 者

申　　込

注意事項 しごと発見！
チャレンジタイム
しごと発見！

チャレンジタイム

※フェスタコインはもらえません。

いろんな教室で、プロのしごとの話を聞こう！
お話を聞いたら、シールをもらって景品と交換できるよ！

自由
参加

予約
不要

模擬店も
あるよ！
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しごとチャレンジフェスタ2019

滋賀ものづくりフェア2019

特別企画

当日
抽選 しごと体験教室

プロの指導のもと、様々な種類のしごとを体験できます。
体験のあとは、しごとの報酬としてフェスタコイン「おうみ」がも
らえます。

当日
抽選 ものづくり体験教室

職人さんたちと一緒に、ものづくりを体験します。
つくったものは、持って帰ることができます。

参加
自由

しごと発見！
チャレンジタイム

さまざまな教室で、プロのしごとの話を聞くことができます。予約は
不要です。
説明を１回聞くとシール１枚がもらえ、景品と交換できます。

当日
抽選 ロボットプログラム体験

ロボット（NAO）のプログラミング体験を行います！お気軽にご
参加ください。

特別
企画

レーシングカーが
やってくる！！

米原市にある日本有数のレーシングカー製作会社の株式会社童夢
（どうむ）のレーシングマシンを特別に展示。0.1秒でも速く走る
ために生まれたレ―シングマシンを間近で見てみよう！！

参加
自由 缶バッチづくり

お気に入りの絵を描いてもらって、その場で缶バッチにします。フェ
スタ・フェアの記念にどうぞ。

特別
企画 匠の技披露（実演） 職人さんの匠の技を間近でご覧いただけます。

会場内の実演ブースへお立ち寄りください。
アイスカービング（氷彫刻）／（一社）全日本司厨士協会　滋賀県本部／①10：00〜11：30　②12：00〜13：30　③14：30〜16：00

26日（土）午後のみ

27日（日）のみ

26日（土）のみ

26日（土）・27日（日）両日

参加
自由

出前けんせつ
みらいフェスタ2019

レンガを使ったアーチ橋作り、ミニ重機でのボールすくい、ドローンシュミレー
ターなど建設を体験する楽しいイベントがいっぱい。10月19日（土）には「滋賀
けんせつみらいフェスタ2019」が大津港特設イベント会場にて開催されます！

（滋賀県建設産業魅力アップ実行委員会）

参加
自由 地震グラグラ体験

起震車（きしんしゃ）で地震の怖さを体験。突然襲ってくる災害の恐ろし
さを体験して、日頃の備えを考えてみてはいかがでしょうか。

（湖北地域消防本部）

※一部先着制

（滋賀県技能振興コーナー） 体験時間：（両日とも）①10：30〜11：30　②13：00〜14：00　③14：30〜15：30

（株式会社　童夢）
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※抽選券は体験者本人（子ども）にしか配布できません（１回の教室につき１枚）
※抽選は各教室前で行います。一部の教室（調理体験など）は抽選場所が異なる
場合がありますので、当日チラシでチェックしてください。

当選番号を呼びますので、当選した人は抽選券の半券
を係員に渡して、体験を楽しんでください。

当事者が不在の場合は無効となるので注意！！

体験したい教室の開催時間
を調べてください。
その時に体験できる学年も
決まっているのでチェックし
てね。

当日チラシで体験したい
教室の抽選場所を調べよう。 抽選場所へ

GO！！

◆Step１ ◆Step２

◉今年は当日抽選で体験者を決定します。（一部先着順での体験あり）

○抽選券の配布開始（教室開始時刻30分前から）

○抽選券の半券を抽選箱へ入れる

○抽選券の配布完了（教室開始時刻20分前）

○抽選開始

◆ Step３　いよいよ抽選！！

昨年までの事前申込み方式ではなく、今年は当日抽選で参加者を決定します。

空きのある教室には募集中の立て札があがっています。
抽選時間後、定員が埋まっていない教室は先着順で体験
できます。

必ず、半券を持って
抽選会場で待っていてね

半券を
なくさないでね！！

（例）10：00開始の教室の抽選券配布時間 9:30～9：40

★一列に並んでください

抽 選 方 法

あきらめずに募集中の立て札を探そう！！

もしも抽選に外れても・・・

（一部先着順での体験あり）

７８９
７８９ ７８９

抽選箱
募集中！

体験方法（注意：去年までとは違います！）

※下記の事項に同意のうえ、御参加ください。
○体験を希望される方は汚れても良い服装で来てください。
○都合により体験教室の内容が一部変更になる場合があります。
○小学生（義務教育学校１〜６年生）は、必ず保護者や付添いの大人と同伴でご参加ください。
○開始時間に遅れますと、当選しても体験いただけない場合があります。
○万一、体験教室中にケガ等の災害が発生した場合、応急措置や主催者が加入する傷害保険での対応を行いますが、それ以上
　の責任は負いかねますのでご了承のうえご参加ください。
○会場内外を問わず、上記以外の災害、事故、盗難、損傷等については一切責任を負いかねますので十分ご注意ください。
○天候や、協力団体の都合によりイベントの一部または全部が中止になることがあります。
○逆に体験教室が増えた場合は、ホームページや当日配布チラシでお知らせします。
○屋内グランド（人工芝）では絶対に飲食をしないでください。飲食できるスペースは観客席のみです。
○会場内は原則禁煙です。喫煙は場内の喫煙所でお願いします。
○屋内グランドは、火気および水の使用は厳禁です。
○抽選では続けて当選または落選する可能性があります。あくまで公平に行った抽選の結果ですのでご容赦ください。
○会場内で写真を撮影します。撮影した写真は報告書や県HPに使用する場合がありますので予めご了承願います。
○イベントに関する情報は滋賀県職業能力開発協会のホームページに掲載します。

参加についての注意事項（必ずお読みください）



教室名・実施団体 対象学年 実施日 実施時間 １回
定員

抽選券
配布開始 内　　　　　容

保育園・認定こども園の先生になってみよう！
一般社団法人 滋賀県保育協議会

滋賀県保育士保育所支援センター
小1〜小6 26日のみ

10：00〜11：30
30

  9：30 ペープサート（紙人形）やミニ絵本づくり、牛乳パックを
使った簡単なおもちゃづくりの制作などを通して、保育園・
こども園の先生のしごとを体験してみよう！13：30〜15：00 13：00

かいごのおしごと
株式会社ユウ　ユウコム草津校

小1〜中1 26・27日
10：00〜11：30

12
  9：30 車いすでの移動や、つえを使っての歩行、服を着せたり脱

がしたりする手助けなど、介護職のしごとを体験します。
身近なかいごのしごとについて、学んでみよう！14：00〜15：30 13：30

モノをはかる専門家！
「計量士」ってどんな仕事？

滋賀県計量検定所
一般社団法人　滋賀県計量協会

小4〜中1 26・27日

10：00〜11：00

10

  9：30
みんなが暮らしていく上で、「はかる」ことはとても身近で
大切なこと。でもみんなは、「はかる」ことについてどれだ
け知っているかな？
正確な計量の技術者である「一般計量士」、「環境計量士」
について学ぼう！
はかりの正確さの検査や水のきれいさ分析など、「計量のプ
ロ」のしごとを体験してみよう！

14：00〜15：00 13：30

大工さんといっしょに家を建てよう！
滋賀県建築組合

職業訓練法人　八幡工匠会
小1〜中1 26・27日

10：00〜11：30
7

  9：30 家ができるまでをプロジェクターを使って勉強し、実際にミ
ニハウスの組み立てやカンナ削りなど、大工のしごとを体験
できます。カンナで削った木札は記念にプレゼントします。13：30〜15：00 13：00

ナースのおしごと
公益社団法人滋賀県看護協会

小1〜中1 26・27日

10：00〜11：00

18

  9：30
看護師（ナース）の働く場やしごとを紹介します。
まずは白衣を着てナースに変身！
心臓の音を聞いたり脈拍数を数える測定体験、赤ちゃんだっ
こ、おむつ交換体験など、看護師のしごとを体験してみよう！

11：30〜12：30 11：00

14：00〜15：00 13：30

新聞記者の仕事を体験しよう
中日新聞社

小4〜中1 26・27日 10：00〜12：00 10   9：30
プロの新聞記者といっしょに会場を取材し、プロのカメラ
で写真を撮ったり、実際に記事を書いてみよう！つくった
オリジナル新聞は印刷して、体験者にお渡しします。

美容師　ヘアアレンジ体験！
京都理容美容専修学校

小1〜中1 26・27日

10：30〜11：30

10

10：00
ウィッグ（人形）、ヘアピン、ゴムを使用しヘアアレンジを
体験していただきます。
“カワイイ”、“おしゃれ”なヘアスタイルを自分で作ってみよう！！

13：00〜14：00 12：30

14：30〜15：30 14：00

リハビリの先生になって
『からだ』のプロをめざそう！

公益社団法人　滋賀県理学療法士会
小1〜中1 26・27日

10：00〜11：30

14

  9：30
「理学療法士」のしごとやどんな場所ではたらいているのか

を紹介します。
白衣を着て、筋力や関節の角度、肺活量など『からだ』の評
価を行い、さいごはみんなで楽しく『治療』を体験しましょう。
★からだを動かすので、動きやすい服装でお願いします（ス
カートはご遠慮ください）。

13：00〜14：30 12：30

見たい！知りたい！臨床工学技士
〜いのちのエンジニア〜

一般社団法人　滋賀県臨床工学技士会
小1〜中1 26・27日

10：00〜11：30
20

  9：30 臨床工学技士は、病院で「いのちを守る医療機器」を扱う
プロフェッショナルです。
AED、心電図モニター、電気メス、人工呼吸器、透析装置、
内視鏡装置、エコーなど普段はさわることができない機械を
つかって、いのちを守る現場を実際に体験してみよう！13：30〜15：00 13：00

リハビリのしごとってなに？
〜作って、遊んでリハビリ体験〜

一般社団法人　滋賀県作業療法士会
小1〜中1 26・27日

10：30〜11：30

12

10：00
けがや病気などで体が不自由になったとき、その人らしく
生活できるようにするのが「作業療法士」の仕事です。
作業療法士のしごとについて勉強し、実際に革とキーリン
グを使ったキーホルダーを作る作業を通してリハビリの仕
事を体験します。
作ったキーホルダーはぜひ記念にお持ち帰りください。

14：00〜15：00 13：30

塗り壁教室
〜珪藻土（けいそうど：自然素材）とのふれあい〜

滋賀県左官工業組合
小1〜中1 26・27日

10：00〜11：30
10

  9：30 環境にやさしい壁を、天然素材の珪藻土（けいそうど）を使っ
て塗ってみよう！塗り壁の魅力と、鏝（こて）を使った左官
の仕事に触れ合おう！どんな壁ができるのかな？
出来上がった壁（25cm角）は記念にどうぞ！13：30〜15：00 13：00

腕時計ドクターになってみよう
近江時計眼鏡宝飾専門学校

小3〜中1 26・27日

10：00〜11：00

６

  9：30

腕時計の精度測定や、電池の交換、金属バンドの長さの調
整など時計修理のしごとを体験します。
腕時計にはどのくらいの電流が流れているのか？どのくら
い正確なのか？腕時計の秘密に迫ります。

11：30〜12：30 11：00

13：20〜14：20 12：50

14：30〜15：30 14：00

ぼくもわたしもくるまやさん！
〜自動車の整備体験〜

滋賀県立瀬田工業高等学校
小1〜中1 26・27日

10：00〜11：00

16

  9：30 みんなで自動車整備の体験をしましょう。調子の悪い車の
修理を高校生とプロの整備士さんから教えてもらいながら
元気な車にしましょう。いろいろな工具を使って車の部品
の交換などを行います。新しい整備の方法なども体験でき
ます。これであなたも自動車メカニック！！
★作業は作業ツナギに着替えて行いますが、できるだけ汚
れても良い服装でご体験ください。

11：15〜12：15 10：45

13：15〜14：15 12：45

14：30〜15：30 14：00

※義務教育学校の生徒は小１〜中１⇒１年生〜７年生に読み替えてください。

3

しごとチャレンジフェスタ2019
当日抽選制  しごと体験教室

※小学生の方は、必ず保護者等の同伴をお願いします。
※フェスタコイン「おうみ」は、会場内で使用できるお金のことです。
※参加当日に限り、会場内の模擬店のみで利用できます。

体験のあとは※フェスタコイン「おうみ」がもらえるよ!

もらった「おうみ」でお買い物を楽しもう！100おうみ
100おうみ



教室名・実施団体 対象学年 実施日 実施時間 １回
定員

抽選券
配布開始 内　　　　　容

身近な情報の世界！
信号機を用いたプログラミング教室

京都市立京都工学院高等学校
サイエンスクラブ

小4〜小6 26・27日

10：30〜11：30

10

10：00
情報伝達の難しさとコツを体感できるゲームと「信号機」とい
う身近なものを題材に、フローチャートを考えて実際に動か
します。ちょっと難しそうだけど、高校生のお兄さんお姉さ
ん達がていねいにやさしく教えるので安心してください。

13：00〜14：00 12：30

14：30〜15：30 14：00

目の不自由な人に出会ったら
〜声のかけ方と点字体験〜

社会福祉法人　滋賀県視覚障害者福祉協会
小1〜中1

26日 14：00〜15：00

10

13：30 目が不自由な人に出会ったときに、どのように声をかけれ
ばよいか、どうやって一緒に歩けばよいかを体験しながら
学びます。また点字で自分の名前や好きな文字を書く体験
もします。
教室には目の不自由な人もいらっしゃいますので、日常生
活で楽しんでいることや困っていることについて、お話を
聴いたり質問をしたりしてみましょう。

27日
10：30〜11：30 10：00

14：00〜15：00 13：30

教室名・実施団体 対象学年 実施日 実施時間 1回
定員

抽選券
配布開始 内　　　　　容

ポンポン船をつくろう！
ヤンマーミュージアム 小1〜中3 26日のみ

10：00〜11：30

12

  9：30
缶詰の空き缶を再利用し、アルミ板や銅パイプなどを加工
してポンポン船をつくるヤンマーミュージアムのオリジナ
ルワークショップです。
固形燃料の火でパイプ（ボイラー）を熱することで船が前
進します。実際に作った船を水槽で走らせながら動力の原
理も学べます。
作ったポンポン船は持ち帰って、家の水槽やお風呂で何度
でも遊んで頂けます。

13：00〜14：30 12：30

“写真を使って、とび出すポストカードを作ろう”
長浜キヤノン株式会社

小1〜小6 26・27日
10：00〜12：00

20
  9：30 開くととび出すハロウィン用の「ポップアップカード」を

作ります。とび出す部分に自分の写真を貼ったり、好きな
絵柄のアップリケ・メッセージカード等を貼付けることで
素敵なオリジナルデザインのポストカードが完成します。14：00〜16：00 13：30

ピカピカ金メダル製作
株式会社マツバヤシ

小1〜小6 26・27日

10：00〜11：00

10

  9：30
来年はいよいよ東京オリンピック・パラリンピック！銅合
金[しん鍮（ちゅう）]に打刻して、ピカピカのオリジナル金
メダルを作ってみよう。
★手をたたかないように気をつけてください。

12：00〜13：00 11：30

14：00〜15：00 13：30

銅板レリーフ
滋賀県板金工業組合

小3〜中3 26・27日
10：00〜12：00

10
  9：30 はがきサイズの薄い銅板に絵をかいたり、凹凸（おうとつ）

を作ることで、オリジナルレリーフをつくります。できあ
がったレリーフはお部屋に飾ってください。13：00〜15：00 12：30

葉っぱと石でつくるファミリーガーデン
〜世界にひとつだけの枯山水（かれさんすい）〜

一般社団法人　滋賀県造園協会　技術部会
小1〜中3 26・27日

10：00〜11：40
10

  9：30 葉っぱのタペストリーや玉石と白砂でつくる枯山水（かれさ
んすい）で、世界で一つだけの枯山水庭園を完成させます。
最後に完成したお庭と記念撮影を行い、タペストリーと玉石
は記念に持って帰っていただけます。13：30〜15：10 13：00

プロが教える家庭で出来る本格餃子
公益社団法人　日本中国料理協会 滋賀支部

小1〜中3 26・27日

10：00〜11：00

10

  9：30
中国料理のプロの調理師が、家庭でもプロの味をだせる餃
子をつくります。つくった焼き餃子は、その場でみんなで
いただきます！
★アレルギーをお持ちのお子様は事前に保護者の方が十分
確認をしてからお申込みください。
★アレルギー対象（小麦、大豆、豚肉）

12：00〜13：00 11：30

コックさんと作るロールケーキ
一般社団法人　全日本司厨士協会

京滋地方滋賀県本部
小1〜中3 26・27日

10：00〜11：00

20

  9：30 美味しいロールケーキをつくります。
ホテルのシェフが優しく丁寧に教えます。
★アレルギーをお持ちのお子様は事前に保護者の方が確認
をしてからお申込みください。
★アレルギー対象（小麦粉、卵、乳製品）

11：30〜12：30 11：00

13：30〜14：30 13：00

プロと一緒に作る　巻き寿司教室
滋賀県日本調理技能士会

小1〜小6 26・27日
10：00〜11：00

20
  9：30 少しコツのいる巻き寿司の巻き方を、プロから習います。

プロと一緒に巻き寿司をつくってみよう！
★アレルギーをお持ちのお子様は事前に保護者の方が確認
をしてからお申込みください。11：30〜12：30 11：00

どらやき体験教室
滋賀県菓子工業組合

小1〜中3 26・27日

10：30〜11：30

10

10：00
ドラ○もんも大好き！菓子作り職人さんと美味しいどら焼
きを作ります。
どら焼きはあんこだけでなく、色々なものを挟む楽しい「オ
リジナルどら焼き」です。

13：00〜14：00 12：30

14：30〜15：30 14：00

和菓子教室
菓子技能士会　株式会社叶匠寿庵

小1〜中3 26・27日
10：00〜11：30

15
  9：30 和菓子職人と一緒に、美味しいだけでなく、見た目もキレ

イな和菓子を２種類作ります。
★アレルギーをお持ちのお子様は事前に保護者の方が確認
をしてからお申込みください。13：00〜14：30 12：30

4

滋賀ものづくりフェア2019

つくった物は記念に
持って帰れるよ！

当日抽選制  ものづくり体験教室
※ものづくり体験教室で材料のみを持ち帰ることはできません。
※小学生の方は、必ず保護者同伴でお願いします。

※義務教育学校の生徒は小１〜中３⇒１年生〜９年生に読み替えてください。



教室名・実施団体 対象学年 実施日 実施時間 1回
定員

抽選券
配布開始 内　　　　　容

調理師学校の先生と作るハロウィンクッキー
滋賀県調理短期大学校

小1〜中3 26・27日

10：00〜11：00

20

  9：30 おばけのクッキー、かぼちゃのクッキー、ステンドグラス
クッキー等ハロウィンにぴったりのクッキーを作ります。
調理師学校の先生と学生が優しく・楽しく・丁寧に教えます。
★アレルギーをお持ちのお子様は事前に保護者の方が確認
をしてからお申し込みください。
★アレルギー対象（小麦・卵・乳製品）

11：30〜12：30 11：00

13：30〜14：30 13：00

まちのてんとやさんとつくるオリジナルかばん
滋賀県テントシート技能士会

小1〜小6 26・27日

10：00〜11：00

４

  9：30
カラフルなテント生地を使って、カバンをつくります。実
はテント生地は、様々なところで使われている丈夫で優れ
た素材。
優れもののテント生地で素敵なオリジナルのカバンをつ
くってみよう！

11：00〜12：00 10：30

13：00〜14：00 12：30

14：00〜15：00 13：30

うさぎの花台にチャレンジ！
滋賀県建築組合

職業訓練法人　八幡工匠会
小1〜中3 26・27日

10：00〜11：30
10

  9：30 お花など小物を置ける可愛いうさぎの花台をつくります。
自分で作った花台はお部屋の素晴らしいインテリアになる
でしょう。13：30〜15：00 13：00

木製小物に色を塗ろう
滋賀県塗装工業協同組合

小1〜中3 26・27日
10：00〜12：00

10
  9：30 木製のふた付小物入れに、思い思いのデザインで色を塗っ

て仕上げてもらいます。デザインが苦手な人は型紙から転
写する方法もあります。出来上がった小物入れはお部屋に
飾ってください。
★汚れても良い服装でお越しください。13：00〜15：00 12：30

伝統工芸　組子飾りの小物入れに挑戦！
滋賀県建具協同組合

小1〜中3 26・27日
10：00〜12：00

８
  9：30 伝統的な組子を取り入れた小物入れ（13cm×15cm×13cm）

をつくります。釘を使わずに木を組み付ける組子の技術を
体験してみよう！
★のこぎりは使用しません。13：00〜15：00 12：30

ネイリスト・ネイル体験
京都理容美容専修学校

小1〜中3 26・27日

10：30〜11：30

10

10：00
ネイルチップを使用し、マニキュアを塗っていただきます！
お好きなデザインに仕上げ、完成したネイルチップはお持
ち帰りいただきます。

13：00〜14：00 12：30

14：30〜15：30 14：00

キザワ式・ものづくり体験１（行灯作り）
社寺建築・株式会社　木澤工務店

小1〜中3 26・27日

10：00〜11：00

３

  9：30

行灯（あんどん）の木枠を組立て、自由に絵を描いた障子紙
を貼り付けてオリジナル行灯を作ります。

11：00〜12：00 10：30

13：00〜14：00 12：30

14：00〜15：00 13：30

キザワ式・ものづくり体験２
（木曽桧の香袋・絵馬作り）

社寺建築・株式会社　木澤工務店
小1〜中3 26・27日

10：00〜11：00

６

  9：30 <木曽桧の香袋>
ヒノキの木材を玄翁（げんのう）を使って割り、細かくした
木曽ヒノキの香袋をつくります。

<絵馬作り>
オリジナルの絵馬を作ります。絵馬の角はサンドペーパー
できれいに整え、干支の絵や願い事、好きな絵など自由に
描きましょう。

11：00〜12：00 10：30

13：00〜14：00 12：30

14：00〜15：00 13：30

オリジナルな「干支（えと）瓦」を作ろう！
滋賀県瓦工事協同組合

小1〜中3 26・27日
10：00〜12：00

10
  9：30 かわら用の粘土で、来年の干支である「ねずみの干支瓦」

づくりを体験します。
【※作品の焼成を希望される場合は、焼き代および送料とし

て別途1,300円が必要です。】13：00〜15：00 12：30

ガラスモザイクでミニフォトフレームを作ろう！
株式会社黒壁　黒壁体験教室

小1〜中3 26・27日

10：00〜11：00

10

  9：30
フォトフレームの木枠部分にボンドを使ってガラス片を貼
り、オリジナルの写真立てを作ります。

【※ボンドの硬化のため、完成後約30分お預かりします。】
13：00〜14：00 12：30

14：30〜15：30 14：00

みんなでポン菓子をつくってみよう
〜みんなで笑顔に〜

滋賀県立瀬田工業高等学校
小1〜中3 26・27日

10：30〜11：30

６

10：00
ポン菓子つくりを準備から仕上げまでを高校生と一緒に行
います。
砂糖味だけではなく、いろいろな味にも挑戦しましょう！
みんなで楽しくポン菓子をつくり配りましょう！
★アレルギーをお持ちのお子様は事前に保護者の方が確認
をしてからお申し込みください。

11：45〜12：45 11：15

13：30〜14：30 13：00

14：45〜15：45 14：15

育ててみよう！
〜たのしいお花の寄せ植え教室〜

滋賀県立長浜農業高等学校　園芸科草花分野
小1〜中3 26・27日

10：00〜11：00

20

  9：30

小さいプランターにパンジーやビオラなどの秋の花を寄せ
植えする体験です。自分で好きな花を選んで、高校生のお
兄さんお姉さんと一緒にオリジナルの寄せ植えをつくって
みよう！つくった寄せ植えは家に持って帰れます。

11：20〜12：20 10：50

13：20〜14：20 12：50

14：40〜15：40 14：10

マイリトルガーデンを作ってみよう
造園連　滋賀県青年部

小1〜中3 26・27日
10：00〜12：00

10
  9：30 器の中に「小さな庭」をつくります。

木を選び石を配置し、苔をはり砂利を敷いてリトルガーデ
ンを作りましょう！決まりやルールはありません。自由に
作ってみよう！
★植物は生きています。持ち帰った後は、水をあげてください。13：00〜15：00 12：30

保温材を使ってペットボトルケースをつくろう
滋賀県保温保冷事業協同組合

小1〜小6 26・27日

10：00〜11：00

４

  9：30
「保温材」を使って、自分だけのペットボトルのケースを作

ります。ペットボトルケースを作りながら、ペットボトル
の中の飲み物が冷めないように／熱くならないようにする

「保温」の方法を学んでみよう！

13：00〜14：00 12：30

14：30〜15：30 14：00

5



教室名・実施団体 対象学年 実施日 実施時間 1回
定員

抽選券
配布開始 内　　　　　容

天然石プレートに文字を彫ろう！
滋賀県石材組合連合会

小4〜中3 26・27日
10：00〜12：00

10
  9：30 天然石プレート（黒御影石15cm×15cm）にゴムシートを

貼り、その上に自由に文字や絵を描きます。カッターナイ
フと千枚通しをつかって形を作ったら、仕上げはプロが彫
刻を行います。サンドブラストの作業を間近で体験・見学
してみましょう。13：00〜15：00 12：30

楽しい花屋さん
滋賀県フラワー装飾技能士会

小3〜中3 26・27日
10：30〜11：30

10
10：00

プロの花屋さんの指導で、ステキなフラワーアレジメント
を作ります。コツをおぼえてあなたも未来の花屋さん。

12：00〜13：00 11：30

工業用ミシンを使った巾着づくり
ひこね繊維協同組合

小5〜中3 26・27日

10：00〜11：00

３

  9：30

プロが使う工業用ミシンを使ってカラフルな巾着袋を作成
します。

11：00〜12：00 10：30

12：00〜13：00 11：30

13：00〜14：00 12：30

14：00〜15：00 13：30

ホワイトメタルキーホルダー
ポリテクセンター滋賀 小1〜中3 26日のみ 10：30〜12：00 10 10：00 コルク版を切って型をつくり、溶かした金属を流し込んで

オリジナルのホワイトメタルキーホルダーをつくります。

きれいな木箱を作ってみよう！！
滋賀職業能力開発短期大学校

小1〜小6 27日のみ
11：00〜12：00

10
10：30 木材を使って木箱を組立て、その側面に色とりどりのタイ

ルを自由に組み合わせて接着し、世界にひとつだけのオリ
ジナルな箱をつくります。13：00〜14：00 12：30

手作りハンドスピナーを作ろう！！
滋賀県立高等技術専門校米原校舎

小1〜小6 26・27日

10：00〜10：30

８

  9：30

再び流行のきざし！ハンドスピナーをベアリングとナット
と結束バンドという身近な部品でつくります。

11：00〜11：30 10：30

13：00〜13：30 12：30

14：00〜14：30 13：30

15：00〜15：30 14：30

滋賀ものづくりフェア2019
先 着 制  ものづくり体験教室

抽 選 制  未就学児体験教室

教室名・実施団体 対象学年 実施日 実施時間 定　員 内　　　　　容

今日から君もロボットマスター！？
ロボットをプログラミングしてみよう！

京都工芸繊維大学環境・
エネルギー教育普及プロジェクト

“TeChLover”

小1〜中3 26・27日 10：00〜16：00 各日先着120名

ブロックを組み合わせてロボットを動かすプログラミン
グを体験します。作成したプログラミングをスマート
フォンで読み取ることで、実際にロボットを動かしたり、
画面上でコインを獲得するゲームに挑戦できます。プロ
グラミング作成には様々な難題が立ちはだかりますが、
専門の大学生のバックアップにより、参加者自らが考え
て解決策を導き出します。

水中ジオラマをつくろう
京都工芸繊維大学環境・

エネルギー教育普及プロジェクト“TeChLover”
小1〜中3 26・27日 10：00〜16：00 各日先着160名

ガラス瓶の中に吸水ポリマーと人形などを入れてまるで
水の中に物が浮かんでいるかのような不思議な水中ジオ
ラマを作ります。
さらに瓶の表面にルーターを用いてガラス彫刻を行い、
平面と立体を組み合わせた自分だけのジオラマポットを
作ってもらいます。

身近な科学の世界！オリジナルせっけんを作ろう♪
京都市立京都工学院高等学校　サイエンスクラブ

小1〜中3 26・27日 10：30〜15：30 各日先着150名

せっけんのもとに、好きな色とにおいをつけて自分だけ
のせっけんを作ろう！せっけんのデザインもオリジナル
に作れるよ。つくったせっけんは家に帰って洗面所やお
風呂で使ってみよう。

とってもステキな一つしかないミニ畳をつくろう
滋賀県畳組合

小3〜中3 26・27日

10：00〜11：00

各回先着10名

自分だけの「ミニ畳」（30cm×20cm）を作ります。多く
の種類の中から畳表（たたみおもて）・畳縁（たたみへり）
を自分の好きなものを選びます。
畳床（たたみとこ）に畳表（たたみおもて）を張り付け、
そこに畳縁（たたみへり）を付けて、裏側にシートを張
り付けて仕上がり！
作り方はプロの職人が丁寧に教えるので楽しくできま
す。マイ畳つくりに挑戦してみよう。

11：00〜12：00

13：00〜14：00

14：00〜15：00

教室名・実施団体 対象学年 実施日 実施時間 1回
定員

抽選券
配布開始 内　　　　　容

手作りスタンプづくり
滋賀県立高等技術専門校　草津校舎

未就学児 26･27日

10：30〜10：45

10

10：00
３cm×３cmの正方形に、簡単な絵や図形を描いて、か
わいいスタンプを作ります。作業をスムーズに進めるた
め、必ず保護者等が付き添ってください。
★一人一個まで

11：30〜11：45 11：00

13：30〜13：45 13：00

15：30〜15：45 15：00

6



建設業のしごとを、『見て』・『体験できる』
イベントです。工事現場で活躍する特殊車両の
試乗や製作体験、他にも楽しいステージ企画が
盛りだくさん！ぜひご参加ください！！

開催日：令和元年 10 月 19 日（土曜日）
場　所：大津港特設イベント会場
 （京阪びわ湖浜大津駅から徒歩２分！）
　

滋賀県　技術管理課詳しくはこちら▶

この 
イベントも

注目！！

■駐車場はありますが、できるだけ公共交通機関
をご利用下さい

■周辺道路、公共施設、空き地等への駐車は絶対
になさらないようお願いします。

■障害者トイレ、オストメイト対応トイレ有り

【会場】
長浜バイオ大学ドーム
所在地／長浜市田村1320

お問い合わせ先申お 込・

滋賀県職業能力開発協会
　（しごとチャレンジフェスタ実行委員会事務局

・滋賀県技能振興コーナー）　
〒５２０-０８６５　大津市南郷五丁目２-１４
TEL：０７７-５３３-０８５０（平日9：00～17：00）

FAX：０７７-５３７-６５４０
HP：http：//www.shiga-nokaikyo.or.jp/

滋賀県 商工観光労働部
労働雇用政策課 職業能力開発係

〒５２０-８５７７　大津市京町四丁目１-１
TEL：０７７-５２８-３７５５（平日8：30～17：15）

FAX：０７７-５２８-４８７３
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長浜バイオ大学ドーム

長浜バイオ大学
宿泊研修館

加
田
町

マルホ
長浜工場

マスコットキャラクター「ニニャーテ」                                                                
キャラクターデザイン / 寅猫空            

しごとチャレンジフェスタ2019 滋賀ものづくりフェア2019

主
　
催

しごとチャレンジフェスタ実行委員会
（滋賀県、滋賀県教育委員会、長浜市、長浜市教育委

員会、滋賀県職業能力開発協会、滋賀県技能士会）

後
　
　
　
援

滋賀県市長会、滋賀県町村会、滋賀労働局、米原市、
彦根市、米原市教育委員会、彦根市教育委員会、滋
賀県商工会議所連合会、滋賀県商工会連合会、滋賀
県中小企業団体中央会、（一社）滋賀経済産業協会、
連合滋賀

目
　
　
　
的

県民に「ものづくりの楽しさ」や「ものづくりの
素晴らしさ」を体験してもらう機会を設け、広く
県民に「ものづくり」をアピールすることにより、
ものづくり産業の根幹となる技術・技能習得意識
および技能尊重気運の高揚を図り、本県産業の発
展に寄与する。

主
　
催

滋賀県技能振興コーナー
（厚生労働省委託事業  滋賀県職業能力開発協会）


