
JOBJOB PARK
in Yokohama

※配布チラシに記載の内容と一部変更になっている場合がございます。
こちらの情報が最新となります。

* 開催日:10 月３日（日） 10:30 ～ 16:30
* 開催地:センター北芝生広場

JA横浜 野菜部（作物別部会）

のうか

出展者

本物の畑の土から横浜野菜を掘り当てていただく体
験を通じ、自然の土との触れ合いや横浜野菜を身近
に感じてみましょう!また、野菜が出来るまでの工
夫や知恵、横浜野菜の特徴・魅力などを生産者から
直接、土や野菜に触れながら学び、横浜野菜や農家
の仕事への興味を育みます。

川崎武蔵小杉法律事務所

べんごし

出展者

人同士が共同して生活している以上、紛争や事件が
生じるのは必然です。その中で弁護士がどのように
紛争を解決に導くのか、子ども達の身近な事例を取
り上げ、多角的な立場からみんなで検討します。事
件解決には一つの事に捕らわれない自由な発想が必
要です。みんなで事件を解決しましょう!

職業 14 種類 小学校４~６年生限定

要事前予約

しょくぎょう しゅるい しょうがっこう ねんせいげんてい

４名・45 分間 /１回
めい ふんかん かいようじぜんよやく

【開催時間】
①10:30-11:15 ②11:30-12:15 ③12:45-13:30
④13:45-14:30 ⑤15:00-15:45

【ご案内】
●当日は、体験エリア・フードエリア・ステージエリアの 3 つのエリアで

職業体験を行います。
●体験エリア・フードエリアの体験には事前予約が必要です。

事前予約は１人３つの職業体験まで予約可能です。

よこはまやさい はかせ いっしょ じけん かいけつ

たいけん

たいけんしょくぎょう しょうかい

※予約枠に空きがある場合には、開催日当日に会場受付にて「当日予約」を受け付けます。
        （当日予約時には保護者同伴必須となります。）



JOBJOB PARK
in Yokohama

YUKO

き え さっか

出展者

好きな色を重ねて作る作家独自の製法を教わりなが
ら、自分だけの切り絵アート作品を作ってみましょ
う!具体的には、作家が事前に用意したモチーフを
使い、選んでいただいた好きな色紙をペーパーナイ
フを使ってカットしていきます。切り絵作家の精巧
な技にみんなで楽しく挑戦しましょう!

㈱横浜銀行

ぎんこういん

出展者

横浜市立小学校の公金を取り扱う地元銀行から、生
活に不可欠なお金を用い、100 万円早数え大会、1
億円の重さを体感などお金に対して日常と違った角
度から触れてみましょう!また、銀行の役割や業務
について学んでいただき、自分たちの生活や経済に
身近な銀行についての理解を深めます。

㈱タテシン

だいく

出展者

私たちの身近にある家具ですが、出来上がるまでに
様々なプロの技が込められています。木材に触れな
がら、大工の技によりどのように家具が作られてい
るか、ものづくりを体験しながら感じていただきま
す。熟練の巧みな技を目の前で体感してみましょ
う!

㈱関西ペイント・竹内化成㈱

とりょう

出展者

塗料には様々な材料や工夫が詰め込まれており、
色々な効果や機能を持っています。大手塗料メー
カーと販売店の塗装のプロ達から奥深い塗料の世界
をレクチャーしていただき、実際に塗装の体験を
行っていただきます。塗料の世界をみんなで覗いて
みましょう!

KOJI出展者

プロのマジシャンからマジックを教わり、実際にマ
ジックを体験してみましょう!エンターテーナーと
しての仕事の楽しさを体験していただき、仕掛けや
技術のみにとらわれることなく、エンターテインメ
ントとしての奥深さ、相手や自分の心理が関わる面
白さや重要性を学んでいただきます。

㈱Kanani出展者

プロのネイリストのレクチャーを受けながら、デザ
インを考えたり、実際に思い描いたイメージを形に
しながらネイルアートを作ってみましょう!マーブ
ル模様はどう作るの?かわいいネイルのコツとは?
どうしたらネイリストになれるの?などなど、プロ
に色々聞いてみましょう!

おくえん もじぶん づく

だいく わざ たいけん とそうたいけん

まほうつか わざ



五光発條㈱

せいぞうぎょうしゃ

出展者

普段あまり目にすることがないバネですが、実は身
近な部品にたくさん使われている私たちの生活に欠
かせないものであり、バネの力はクリーンエネル
ギーとしても注目されている優れモノです。バネに
触れたり、作り方を教わりながら、世界をまたにか
けるバネ製造業者と奥深いバネの世界を覗いてみま
しょう!

㈱うんこ

かいはつはんばいぎょうしゃ

出展者

印象的なグッズは国内のみならず世界へ発信できる
魅力を持っています。企画から販売まで、自分たち
が生み出したグッズを世の中に送り出す方法と楽し
さを知っていただき、実際に自分で考えたデザイン
のグッズを作成していただきます。うんこの持つ力
を体験しましょう!

JOBJOB PARK
in Yokohama

( 有 ) ショウ設備工業

すいどうこうじや

出展者

当たり前のように蛇口をひねれば水道から水が出て
きますが、私達が目にしている蛇口の裏側を見たこ
とはありますか?どこから水が運ばれてくるのか、
水を運ぶ水道管はどのようにつながれているのか。
実際に水道管つなぎ体験を通じて、今まで知らな
かった水道の世界を見に行きましょう!

㈱ハマフローリスト

はなや

出展者

自分が想う大切な人へ向けて花束を作成してみま
しょう!どのようにお客様の欲しい花束を形にする
か、プロの技を学びながら、自分達で花束の構成か
ら作成までを行っていただきます。また、横浜近隣
の花も織り交ぜ、地域への興味や理解を深めます。
作った花束を大切なあの人へプレゼントしてみませ
んか?

ハイグッド

でんきこうじや

出展者

国内初のガス灯が設置された横浜ですが、現在では
どこでもスイッチを付ければ電気が簡単に付く当た
り前の技術になりました。その電気を作るに当たり
どのような工程が必要なのか、自転車発電実験を用
いて体験していただきます。体験を通じて発電のし
くみと大変さ、知恵で効率よく発電できる方法をみ
んなで発見しましょう!

はまファンクラブ

だいがくせい

出展者

今、世代を超えた斜めの関係が子ども達に必要と言
われています。近所に住む大学生のお兄さん、お姉
さん達と遊んだことはありますか?大学生達が実際
に経験した大学に至るまでの経緯を模倣した人生
ゲームを楽しみながら、将来の夢をかなえる為の方
法を大学生達と一緒に考えてみましょう!

たくみ わざ みぢか し つく

すいどうかん たいけん はなたば つく

じてんしゃ はつでん じんせい あそ



㈱マックスフーズジャパン

や

出展者

主に商品案内や商品提供などのキッチンカーでの販
売体験を行います。やきとん屋から始まった当社は

「人材は人財」を掲げ様々な事業や外食業を展開し
ている企業。子ども達が大好きなカレーパン屋やか
ら揚げの販売を通じて同社のチャレンジ精神や人財
への想いを子ども達へ伝授していただきます。

JOBJOB PARK
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㈱くれおーる

や や

出展者

主に商品案内や商品提供などのキッチンカーでの販
売体験を行います。どのように伝えたら商品をより
魅力的に伝えられるか、どのようにすればお客様に
喜んでいただけるか等を講師と共に考え実践してい
ただき、お客様からの「ありがとう」を引き出す方
法をみんなで楽しく考えましょう!

ケーキ工房ムムス㈱

や

出展者

主に商品案内や商品提供などのテントでの販売体験
を行います。素材にこだわり赤ちゃんからお年寄り
まで喜んでいただけるお菓子作りを目指すシフォン
ケーキ専門店で、１台ずつ手作りで心を込めて焼き
上げる商品に対する愛情を子ども達に共有いただ
き、他者への思いやりの気持ちを育みます。

RYO

ユーチューバー

出展者

日本人初ダンストレーニング Youtuber である RYO
さんが贈る、会場参加者を巻き込んだダンストレー
ニング体験及びダンス披露を通じ、Youtuber ダン
サーとして人々に発信することのパワーやダンスの
楽しさを体験していただきます。Let s ダンス!

職業３種類 年齢制限なし

事前予約不要

しょくぎょう しゅるい ねんれいせいげん

20 分間 /１回
ふんかん かいじぜんよやくふよう

12:20-14:40開催時間

職業 3 種類 小学校４~６年生限定

要事前予約

しょくぎょう しゅるい しょうがっこう ねんせいげんてい

2 名・45 分間 /１回
めい ふんかん かいようじぜんよやく

【開催時間】 
（※体験エリアと同様）

①10:30-11:15
②11:30-12:15
③12:45-13:30
④13:45-14:30
⑤15:00-15:45

はんばいたいけん

はんばいたいけん はんばいたいけんしばふひろば

ユーチューバー



JOBJOB PARK
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B-ROSE横浜ビー・コルセアーズ
チアリーダーズ出展者

横浜がホームタウンであるプロバスケットチームの
チアリーディングを披露。チアリーダー体験として、
会場の子ども達と一緒に大切な人達へエールを送り
ます。プロチアリーダーと一緒に作り上げた笑顔と
元気は、子ども達のこれからの未来への大きなエー
ルとなります。

JAM4＋1

ジャズ そうしゃ

出展者

日本において横浜が発祥の地であるジャズの演奏を
子ども達に身近に感じていただきます。また、子ど
も達にジャズの音楽演奏に実際に参加頂き会場全体
でジャズを作り上げます。ジャズの音楽が作り出す
魅力や楽しさをみんなで体験し、会場に音楽を響き
わたせましょう!

15:50-16:10開催時間14:35-14:55開催時間

たの みりょくジャズ たいけん
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