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○ 平成２７年度親子ものづくり体験教室 

（１）プレスリリース（平成２７年６月９日付け） 

   「親子で“ものづくり”の楽しさや大切さを体験 

     ＝＝ 「親子ものづくり体験教室」を開催します ＝＝ 

 

（２）募集リーフレット「平成２７年度 夏休み親子ものづくり体験教室」 

 

（３）平成２７年度親子ものづくり体験教室 しおり（最終案） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【平成２７年度親子ものづくり体験教室】 

 

（１）日  時  平成２７年８月２日（日） ９：００～１５：００ 

（２）場  所  愛媛職業能力開発促進センター（ポリテクセンター愛媛） 

           松山市西垣生町２１８４番地 

（３）対  象  小学１～６年生・保護者（事前予約者、一般来場者） 

※｢親子ものづくり体験コーナー｣の対象は小学４～６年生及び保護者 

（４）内 容 等  ・開会式（9：00～9：15） 

         ・施設見学／デモンストレーション（9：15～10：00） 

         ・親子ものづくり体験コーナー（10：00～15：00） 

         ・ミニものづくり体験コーナー（10：00～15：00） 

         ・展示コーナー（10：00～15：00） 

（５）参 加 料  無料 

 



 

【開催日時】 平成２７年８月２日（日） ９：００ ～ １５：００ 

 

【開催場所】 ポリテクセンター愛媛（松山市西垣生町２１８４） 

 

【内容・対象者・申込み方法】 

  ★親子ものづくり体験コーナー 小学４～６年生とその保護者 

    ※参加希望コースを「参加申込書」により７月８日（必着）までに申し込み 

     （申込み多数の場合、抽選の結果参加できない場合あり） 

  ★ミニものづくり体験コーナー 小学１～６年生  ※事前予約不要 

  ★施設見学 

  ★障がい者授産製品販売コーナー（松山エイカ） 

 

【参 加 費】 無料 

 

【共  催】 愛媛県職業能力開発協会、愛媛県技能士会 

【協  力】 一般社団法人 愛媛県空調衛生設備業協会、愛媛マイスター 

 

【添付資料】 リーフレット「夏休み 親子ものづくり体験教室」 

        

 

平成２７年６月９日 

 

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構 愛媛支部 

ポリテクセンター愛媛（愛媛職業能力開発促進センター) 

 

親子で“ものづくり”の楽しさや大切さを体験 
＝＝ 「親子ものづくり体験教室」を開催します ＝＝ 

 

 独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構 愛媛支部 愛媛職業能力開発促進センター（愛称：

ポリテクセンター愛媛）は、「ものづくりに親しむ社会の形成」と「ものづくり人材の育成」を図

ることを目的に、下記のとおり小学生とその保護者を対象とした「親子ものづくり体験教室」を開

催します。 

 この体験教室では、加工や製作、コミュニケーションを通じて“ものづくり”が体験できるほか、

当センター内にある様々な設備・機械の見学により、“ものづくり”に親しむことができます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

新たな分野へチャレンジ！～目指そう、スキルアップ～ 
「ポリテクセンター愛媛」は、厚生労働省所管の独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構が設置・

運営する公共職業能力開発施設です。 

【主催機関の概要】 

 名称：ポリテクセンター愛媛 

(愛媛職業能力開発促進センター) 

 住所：〒791-8044 松山市西垣生町２１８４ 

 ＵＲＬ：http://www3.jeed.or.jp/ehime/poly/ 

 

―お問合せ先―                       

  ポリテクセンター愛媛 

(愛媛職業能力開発促進センター) 

訓練課：平賀、小笠原、伊藤 

TEL 089-972-0334 FAX 089-972-0959 



      

平成27年 

会場：ポリテクセンター愛媛〔松山市西垣生町2184〕 

開会式     9：00 ～ 
施設見学  9：15 ～ 
体験   10：00 ～ 

８月２日（日）   

    

当日の
  ・お弁当 
  ・すいとう 
  ・タオル 
 ・色エンピツ 

小学校4・5・6年生対象コース 

9：00～15：00 

TEL：089-972-0334（代表）  
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体験時間 第１希望 第２希望 第3希望

10：00 ～ 15：00 10        

10：00 ～ 11：00 10        

11：00 ～ 12：00 10        

13 : 00 ～ 14：00 10        

10：00 ～ 12：00 10        

10：00 ～ 12：00 15        

10：00 ～ 11：00 10        

11：00 ～ 12：00 10        

13：00 ～ 14：00 10        

10：00 ～ 12：00 10        

10：00 ～ 12：00 10        

10：00 ～ 11：00 15        

11：00 ～ 12：00 15        

〒   － 

  

                               小学校 

４ ・ ５ ・ ６ 年生（○印） 

※当日参加される方のお名前をご記入ください 

続柄 

  



 ポリテクセンター愛媛 
 

【体験教室ご参加のみなさんへお願い】 
 

①十分に水分補給をしてください。 
 

②実習場は高温になる所や、刃物がむき出 
 しになっているところがあります。 
 決められた場所以外は立ち入らないほか、 
 機械・ 工具類をむやみに触らないように 
 してください。 
 

③親子ものづくり体験 
 コーナーの製作後、   
 「絵日記」を書いて、 
 お帰りの際、終了受付 
 へ提出してください。 
 ※「絵日記」は後日 
   郵送にて返却します。 

【保護者の皆様へお願い】 
①ゴミは各自お持ち帰りください。 
②アンケート記入にご協力いただき、 
 お帰りの際、終了受付へご提出ください。 

独立行政法人 高齢・障害・求職者雇用支援機構 愛媛支部 

ポリテクセンター愛媛   
 住所：松山市西垣生町2184番地 
電話：089-972-0334 ( 代表 ) 

http://www3.jeed.or.jp/ehime/poly/ 
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 No.1 機械加工コース 

「アルミストラップ」 
午前：機械ＣＡＤ室（本館２階） 
午後：ＮＣ実習場（B棟１階） 

当センター館内は全面禁煙ですので、 
お煙草は指定場所でお願いします。 

昼食・荷物置き会場（冷房中） 

アルミストラップ 
セパタクローボール 

204・205研修室（本館2階） 手づくりハンカチ 共用教室（B棟2階） 

真ちゅうメダル 製図室（本館2階） 木工小物入れ 電気通信実習室（B棟2階） 

ペン立てwithボルトくん 非破壊検査室（D棟2階） 水でっぽうDX 
訓練生ホール（本館1階） 

ソーラーカー 電気実習室（E棟1階） 
ぽっくりげた 

一般来場者・報道機関 相談室（本館1階） 

 No.2 手仕上げ加工コース 

「真ちゅうメダル」 

 板金実習場（Ｃ棟１階） 

 No.3 溶接コース 

「ペン立てwithボルトくん」 

 非破壊検査室（Ｄ棟２階） 

 No.4 電子回路コース 

 「ソーラーカー」 

 電気実習室（Ｅ棟１階） 

 No.5 木材利用コース 

「ヒノキの 
  セパタクローボール」 
 ３０１研修室（本館３階） 

 No.6 紳士服製造コース 

「手づくりハンカチ」 
 共用教室（Ｂ棟２階） 

 協力：愛媛マイスター 

 No.7 建具製作コース 

「木工小物入れ」 
 電気通信実習室（B棟２階） 

 協力：愛媛マイスター 

 No.8 パイプ加工コース 

「水でっぽうDX」 
 建築実習場（A棟） 
  協力：愛媛県空調衛生設備業協会 

 No.9 パイプ加工コース 

「ぽっくりげた」 
 建築実習場（A棟） 

 協力：愛媛県空調衛生設備業協会 
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