
   
 

「海南お仕事ナビ」は、海南市で働く良さや、楽しさを中学生のみなさんに紹介するために発行

しています。今回は、ハローワークかいなんの方に、皆さんが将来の就職に向けて、中学生時期

から準備できることについてお聞きしました。また、ケーキ屋さん、介護福祉士さんの２人に  

インタビューを行い、仕事の楽しさや、海南で仕事をすることの良さについて語っていただき  

ました。みなさん好きな仕事を一生懸命して、生き生きとされているのが印象的でした。中学生

のみなさんへのアドバイスもありますので、ぜひ参考にしてくださいね！ 

 

地元で働く人について知ってもらおうということで、2月 8 日、海南市立海南中学校一年生の

生徒を対象に、市内で働いている池庄漆器店の池原さんを講師としてお招きして、お話してい

ただきました。池庄漆器店さんは、海南市黒江で 140年以上歴史のある漆器の卸問屋さんです。 

                    ■池原さんからは、400年以上の歴史のある紀州 

                     漆器の現状についてのお話や、仕事をしていく 

                     上での人間関係の大切さ、地元就職の良さと 

                     地域おこしの取り組みについてお話しいただき 

                     ました。また、仕事だけでなく、趣味やプライ 

                     ベートを充実することの大切さについての話も 

                       され、自分の時間を大切にすることが、仕事の 

                    充実につながることもあると話されていました。 

  

 ■質疑応答の時間には、「紀州漆器の伝統を受け継ぐ 

職人さんが減ってきていますが、職人さんの育成 

について、どのような取組がありますか？」という 

質問に対し、「漆器組合の青年部の取組みとして、 

毎年必ず漆器まつりの際に、漆を使った作品を 

展示し、伝統を守っています。」と回答いただき 

ました。他にも活発に質問があり、皆さん真剣に 

地元の産業について考えていました。 
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しています。今回は、ハローワークかいなんの方に、皆さんが将来の就職に向けて、中学生時期

から準備できることについてお聞きしました。また、ケーキ屋さん、介護福祉士さんの２人に  

インタビューを行い、仕事の楽しさや、海南で仕事をすることの良さについて語っていただき  

ました。みなさん好きな仕事を一生懸命して、生き生きとされているのが印象的でした。中学生

のみなさんへのアドバイスもありますので、ぜひ参考にしてくださいね！ 

 

地域で働く人について知ってもらおうということで、2 月 16 日、海南市立第三中学校一年生

の生徒を対象に、地域の会社の代表の方を講師としてお招きし、仕事についてお話していただ

きました。 

                   ■産業学習では、株式会社なかモーター自工、小椋 

                    リビングクリーン株式会社、ゲストハウス Sana 

Inn Town、キミノーカの方より、各会社の取組

や地元で仕事をするきっかけとなった出来事に

ついてお話しいただきました。また、普段から

夢や目標を持つことや、単なるグループでは無

く、一つの目的を持ったチームとなることが、

仕事をしていく上で大切となることについて、

お話しされました。 

                       

 ■講義後の質疑応答では、講師の方に様々な質問が 

あり、「人生で損をしたことはありますか？」と 

いう質問に対し、「人から損をしたと言われる事は 

ありますが、失敗しても次につなげる事ができる 

ので、損をしたと感じる事はありません。やりたい 

時にやらなかった事を後悔した事が、損をしたと 

思います」と、仕事に限らず、学校生活を送る上 

でも役に立つアドバイスをいただきました。 
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しています。今回は、ハローワークかいなんの方に、皆さんが将来の就職に向けて、中学生時期

から準備できることについてお聞きしました。また、ケーキ屋さん、介護福祉士さんの２人に  

インタビューを行い、仕事の楽しさや、海南で仕事をすることの良さについて語っていただき  

ました。みなさん好きな仕事を一生懸命して、生き生きとされているのが印象的でした。中学生

のみなさんへのアドバイスもありますので、ぜひ参考にしてくださいね！ 

 

地元で働く人について知ってもらおうということで、2 月 23 日、海南市立亀川中学校一年生

の生徒を対象に、海南市で働かれている方を講師としてお招きし、それぞれの立場から仕事に 

ついてお話していただきました。 

                    ■海南市役所の方からは、市役所の役割について

のお話や、新しく移転した市役所の庁舎の紹介を 

                     していただいた上で、現在配属されている都市 

                     整備課のお仕事についてご講義いただきました。 

                     公務員の仕事をしていく中で、市民の方から感謝

された時や、目標を達成できた際に喜びを感じる

と話されており、人に役立つ仕事のよさについて 

                     講義いただきました。 

 

  

 ■建築士の方からは、海南市内にある 4棟の国宝 

建造物についてご説明いただいた後、建築士の 

お仕事についてご講義いただきました。住宅の 

設計を行う上では、単に建物を建てるだけで 

なく、依頼者との話の中で相手の状況を感じ 

取り、設計に活かしていく力の大切さについて 

もご説明いただきました。 
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しています。今回は、ハローワークかいなんの方に、皆さんが将来の就職に向けて、中学生時期

から準備できることについてお聞きしました。また、ケーキ屋さん、介護福祉士さんの２人に  

インタビューを行い、仕事の楽しさや、海南で仕事をすることの良さについて語っていただき  

ました。みなさん好きな仕事を一生懸命して、生き生きとされているのが印象的でした。中学生

のみなさんへのアドバイスもありますので、ぜひ参考にしてくださいね！ 

 

地元で働く人について知ってもらおうということで、１月 12 日、海南市立巽中学校一年生の

生徒を対象に、海南市で働かれている方を講師としてお招きし、仕事についてお話していただ

きました。 

 

                    ■料亭美登利さんのお話では、挨拶の大切さや、 

                     感謝の気持ちは言葉にして相手に伝えなければ 

                     感謝していることにはならないといった、仕事に 

                     限らず、普段の生活でもためになるご講義をいた

だきました。また、仕事に携わる時間以外でも、

時には自分の時間を使い、仕事について学ぶ事 

                     の大切さについて話され、「一生勉強が必要」と、 

                     仕事の厳しさについてもお話しされていました。 

                      

 

 ■サンベルム株式会社さんのお話では、海南市 

  の家庭用品について説明いただき、海南市で 

  作られた家庭用品が TVで取り上げられている 

  事を聞いて、生徒の皆さんも驚かれていました。 

  また、仕事をしていく上では、仲間を作る事が 

  大切であることなど、学校生活を送る上でも 

  役に立つ内容のお話しをしていただきました。 
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しています。今回は、ハローワークかいなんの方に、皆さんが将来の就職に向けて、中学生時期

から準備できることについてお聞きしました。また、ケーキ屋さん、介護福祉士さんの２人に  

インタビューを行い、仕事の楽しさや、海南で仕事をすることの良さについて語っていただき  

ました。みなさん好きな仕事を一生懸命して、生き生きとされているのが印象的でした。中学生

のみなさんへのアドバイスもありますので、ぜひ参考にしてくださいね！ 

 

地元で働く人について知ってもらおうということで、2月 1日、海南市立東海南中学校一年生

の生徒を対象に、海南市で働かれている方を講師としてお招きし、仕事についてお話していた

だきました。 

 

                    ■ＪＡながみねさんのお話では、協同組合の成り 

立ちやその役割、ＪＡながみねが行う各事業に 

                      ついてご説明いただきました。その上で、「力を

合わせることの大切さ」「自分たちだけのために

働くのではなく、誰かのために働く」といった、

働く上で大切な心構えについてもご講義いただ

きました。 

                       

                      

 ■また、海南駅前一番街商店会にある、ハリ 

   マヤバッグ店さんからは、海南市の商店街の 

   歴史と、現在の取り組みについて、写真を 

   使いながらご説明いただきました。商店街の 

   活性化のための取り組みについてもご講義 

いただき、海南市のにぎわい再生への熱い 

想いを生徒の方に伝えておられました。 
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しています。今回は、ハローワークかいなんの方に、皆さんが将来の就職に向けて、中学生時期

から準備できることについてお聞きしました。また、ケーキ屋さん、介護福祉士さんの２人に  

インタビューを行い、仕事の楽しさや、海南で仕事をすることの良さについて語っていただき  

ました。みなさん好きな仕事を一生懸命して、生き生きとされているのが印象的でした。中学生

のみなさんへのアドバイスもありますので、ぜひ参考にしてくださいね！ 

 

地元で働く人について知ってもらおうということで、9 月 26 日、海南市立下津第一中学校  

一年生の生徒を対象に、市内に本社のある会社から講師を招いてお話していただきました。紀

陽除虫菊さんは、創業 100年以上続く、下津地域の老舗の会社です。 

 

                    ■会長さんのお話では、会社では 1 日 10 万巻の  

蚊取線香を作っていますが、その製造過程で少し

でもほこりやゴミが入ると売り物にならない 

ので会社では５Ｓ活動に取り組んでいるそう 

です。生徒の皆さんも普段から５Ｓ活動の中の 

３Ｓ活動（整理・整頓・清潔）について意識する

ことが、将来就職する際に役立つなど、ご講義い

ただきました。 

 

 ■講義を聞いた生徒さんからは、 

  「毎日気軽に使っている物は、１つ１つ丁寧 

  に作られていることが分かった」 

  「学校で行われていることは、会社に通じる 

ことがあるのだなと思った」 

  「３Ｓ活動は自分でもできるので、意識し、 

  日頃からがんばりたい」 

  など、さまざまな感想が得られました。 
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しています。今回は、ハローワークかいなんの方に、皆さんが将来の就職に向けて、中学生時期

から準備できることについてお聞きしました。また、ケーキ屋さん、介護福祉士さんの２人に  

インタビューを行い、仕事の楽しさや、海南で仕事をすることの良さについて語っていただき  

ました。みなさん好きな仕事を一生懸命して、生き生きとされているのが印象的でした。中学生

のみなさんへのアドバイスもありますので、ぜひ参考にしてくださいね！ 

 

地元で働く人について知ってもらおうということで、１月 26 日、海南市立下津第二中学校  

一年生の生徒を対象に、市内に本社のある会社から講師を招いてお話していただきました。  

ブーランジュリーピノキオさんは、フォルテワジマに店舗を構え、様々なパンを製造している

会社です。 

                    ■社長さんのお話では、実家では農薬業をしていまし

たが、お父さんの死をきっかけに、約 40 年前に、  

体に良い無添加のパンを作ろうと思い、家業を  

やめてパン屋さんになったそうです。全くの素人で

苦労されたそうですが、様々な試行錯誤の末、   

業界初めての発酵済み冷凍パンを開発できたそう 

です。 

 

 

 ■社長さんから生徒の皆さんに伝えたいこと 

  として、 

  ①夢を持ってほしい。 

  ②ナンバーワンでなくてもよいので、 

オンリーワンになってほしい。 

  ③失敗の積み重ねが成功につながるので、 

  失敗を恐れないでほしい。 

 というメッセージをいただきました。 
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社会福祉法人中庸会 特別養護老人ホーム天美苑 

          デイサービスセンター        

人生の大先輩方にたくさんの事を学ばせていただいています！ 
 

■井窪さんはどんなお仕事をされているのですか？ 

 天美苑のデイサービスという、お年寄りが日帰りで過ごされる施設で介護の 

仕事をしています。ご利用される方の入浴介助や食事介助、レクリエーション 

やコミュニケーションなどをしています。 

■職場の環境はどのような雰囲気ですか？ 

 天美苑の人間関係はとても良く、色々なことにオープンな雰囲気です。 

 休みも取りやすく働きやすい環境で、仕事の悩みがあれば、同僚の方だけ   

でなく先輩にもすぐに話せる環境です。 

                ■苦労することや、やりがいを感じる 

ことはなんですか？  

耳が遠くなったり、言葉が理解しづらい認知症高齢者の方には、こちら

の意志が伝わらない事が辛いです。そのたびに、認知症についての学習

を深め、声の質や笑顔などの表情でコミュニケーションを取っています。

また、デイサービスに来るのを嫌がっていた方が、話をしているうちに

心を開いてくれて、楽しくデイサービスに来ていただけるようになった

時にやりがいを感じます。 

 

■海南市で働いてよかったことはなんですか？ 

もともと地元ではないのですが、海南市の方たちは皆さん優しさや思い 

やりのある方が多く、暮らしやすい街に移り住んで良かったと思います。 

■井窪さんの中学時代の出来事と、中学生に向けてのメッセージをお願いします。 

中学時代はソフトボール部でした。当時は将来の夢も考えておらず、ただ毎日練習を頑張っていました。 

高校 2 年生の夏、看護師長をしている友人の祖母の話を聞き、看護師を支える介護士の仕事の良さを知り、

将来は介護士の仕事に就きたいと思い、その夏休み中にヘルパー2 級の資格を取得しました。 

自分の苦手な事には必ず理由があると思うので、苦手な事から逃げずに、自ら進んで行っていくことで、 

大きな自信につながると思います。今、将来の夢が無い人も、興味を持てる事など見つかったら、行動して

みてください。 

■将来の目標は何ですか？ 

ケアマネージャーの資格を取ることです。ご利用者様と接する中で、 

介護保険などのサービスをもっと理解し、その方の生活を支えられるケア 

マネージャーになりたいです。しかし、ケアマネージャーの資格は通過点 

で、ご利用者様とそのご家族様が、より笑顔で毎日を過ごすことができる 

よう、お手伝いをしていきたいです。 

 

社会福祉法人中庸会 特別養護老人ホーム 天美苑 

代表者：竹中 庸之 設立：平成 4 年 10 月 

住所：海南市七山 964-1  TEL：073-486-0114 

HP：http://www.tenbien.jp/ 

高齢者施設のデイサービスで 

介護の仕事をしています。 

将来の目標について 

熱心に語られていました。 

 

デイサービスでの利用者の方 

とのひととき。 



店内は色とりどりの 

お菓子やケーキでいっぱい♪ 

 

山口
やまぐち

 知也
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さん 菓子工房 Enchanter(アンシャンテ）        

皆さんの「おいしかった」の笑顔が、私の元気の源です。 
 

■山口さんはどんなお仕事をされているのですか？ 

 海南市でお菓子屋さんを営んでいます。最近は地元のものを使いながら 

ケーキやお菓子を作っています。「アンシャンテ」という店名は、「魔法を 

かける、魅了する」という意味もあり、街の人にお菓子を食べていただく 

ことで、笑顔になる魔法をかけ、幸せになってもらいたいという気持ちで、 

11 年前からお店を始めました。 

■どうしてこの仕事を選んだのですか？ 

 高校卒業後、漠然と「ものづくりをしたい」という思いはありましたが、 

 お菓子作りをしたいという強い思いはありませんでした。きっかけは 

大阪でケーキ屋さんをしている知人の勧めがあり、その知人の紹介で 

ケーキ屋さんに就職しました。そこでは夜間の職業訓練校にも通い、11 年勤めました。お店で働いている  

うちに、お客さんから「おいしかった」と言われたり、地域の子どもがニコニコと笑顔でお店に入ってきて

くれる事にやりがいを感じ、この仕事を続けてきました。 

                ■苦労されていることはなんですか？  

材料費の高騰や、運送コスト、景気の変動など、周りの影響に左右され 

                 やすいことです。価格面では苦労していますが、小さいお子さんから 

お年寄りまで地元の方々に親しまれるお菓子屋さんになりたいです。 

■海南市で働いてよかったことはなんですか？ 

最近、海南市内の知人や、地元の菓子グループの方々など、地元の人   

との関わりが多くなってきましたが、その際に海南出身であることが、 

関係づくりに役立っています。 

■山口さんの中学時代のお話と、中学生に向けてのアドバイスを 

お願いします。 

中学校時代は、陸上部に所属し、主に投てきの選手として、熱心に部活動をしていました。また、先生から

指名され、生徒会長も務めることができ、生徒会や友達と和気あいあいと過ごしたことが思い出に残って  

います。結果は後でもよいので、何事にも一生懸命取り組んだ経験が、今の自分に役立っていますので、   

中学生の皆さんも、まず一生懸命取り組んでみるところから始めてみてください。 

■将来の目標は何ですか？ 

その昔、田道間守（タヂマモリ）という方が、中国から持ち帰った６本の 

橘の木を海南市下津町に植えたとされています。その橘の実が、今日の日本 

のお菓子の起源と言われており、下津町の橘本神社には、お菓子の神様と 

して田道間守が祭られています。このことから、「お菓子のまち海南」 

として私を含めた地元のみんなでPR 活動を行っています。昨年、公募を 

行い、イメージキャラクター「海（カイ）ニャン」が誕生しました。 

これからもお菓子を通じて海南市を盛り上げ、まちの皆さんが笑顔に 

なるようなお菓子づくりをしていきたいです。 

 

菓子工房 Enchanter(アンシャンテ) 

代表者：山口 知也 設立：平成 19 年３月 18 日 

住所：海南市且来 247   

TEL：073-483-2288 Fax.073-483-2288

食べてもらう人の 

  笑顔を想像しながら作っています。 

お菓子の元祖といわれる 

  橘の実を使用したラングドシャ。 

「お菓子のまち海南」 

イメージキャラクター 

「海ニャン」 



ハローワークかいなんの建物 

きれいで利用しやすい施設です。 
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 さん ハローワークかいなん 学卒ジョブサポーター 

学生さんの就職相談をしています！ 
 

■山崎さんはどんなお仕事をされているのですか？ 

①中学校、高校、短大、専門学校、大学の卒業を控えた新卒者や、卒業 

して 3 年程度の方々の就職相談。②高校での就職に対する相談や面談。 

③中学校、高校で職場体験についての心構えやマナー、就職についての 

講話。④新卒者の就職先開拓のための会社訪問。⑤ハローワーク窓口で 

の就職相談を行っています。 

■将来就職する際、中学生の時期にどんなことが準備できますか？ 

まずは「時間を守る・あいさつは進んで・協調性を養う・身だしなみ・       

思いやり・礼儀」など、基本的な生活態度を身に付けましょう。 

そして職場体験など学校以外の場でそれらを実践し、出来たこと・出来 

なかったことなどを自分自身で再度確認し、自分の強み・弱みを知って 

おくことも大切です。3 年生になれば、あっという間にその後の進路を 

決めていく必要がありますが、その後の将来も見据えて決めていく必要が 

あります。それにはいろんな材料の中から選べる方が良いですね。 

いろんな材料を揃えるには、やはり興味のあることなどを情報収集して 

おくことが大切です。 

■やりがいがあると感じることはなんですか？  

何度も相談や面接の練習を重ねたり、苦労した後、就職が決まった方から  

お礼の言葉をいただいたときや、海南市の会社の方々との繋がりの中で、様々なお話を伺うことが出来ること

により自分自身の知識や視野が広く持てることです。 

■中学生に向けてのメッセージをお願いします。 

学校やクラブ、習い事も大事ですが、興味のあることや人とは積極的に関わっていただきたいです。    

そこからたくさんのことを学び、みなさんがさらに大きく成長する上で心の糧にしてもらえれば嬉しいと思

います。自分自身が感じたり学んだことは、自分だけのものです。その思いや経験は、必ずいつかプラスの

要素となって返ってきます。それはすぐではないかもしれませんが、いつか「必ず！」です。 

多くのことを見て聴いて感じ、学ぶ。中学生のみなさんに限らず、大人の私自身にとってもこれらのことは  

忘れずにいたいことです。 

■将来の目標は何ですか？ 

ここ数年はキャリアカウンセラーという国家資格を取得するために、 

勉強を続けています。これからはさらに、また別分野での資格も取得して 

いきたいと考えています。遊びではアメリカにあるディスニーのクルーズ 

船で周遊する旅をいつかしたいと思っています♪ 

 

ハローワークかいなん（海南公共職業安定所） 

住所：海南市船尾 186-85 

TEL：073-483-8609 

 

学校を卒業する方の就職 

支援を行っています。 

親身になって 

相談をしています 

 


