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IPCIPC  campus  express
－「石川職業能力開発短期大学校」通信－

ポリテクカレッジ石川の旬な情報をお届けしますポリテクカレッジ石川の旬な情報をお届けします

問石川職業能力開発短期大学校　☎５２- １３２３

HP  http://www3.jeed.go.jp/ishikawa/college/

問能越ケーブルネット（株） 穴水放送センター
　　　　☎０１２０- ５２８- ０７２

穴高穴高 問穴水高校　☎５２- ０２３０

【2 月　7 日 ～ 2 月 13 日】　コロナ禍の世界に向けて　音楽特集

【2 月 14 日 ～ 2 月 20 日】　能登トキファンクラブ設立記念シンポジウム

【2 月 21 日 ～ 2 月 27 日】　2022 ポリテックビジョン in 穴水≪前編≫

【2 月 28 日 ～ 3 月　6 日】　2022 ポリテックビジョン in 穴水≪後編≫

番組は都合により変更する場合があります。最新情報は、電子番組表・HP でご確認ください。

HP  https://www.ishikawa-c.ed.jp/~anamih/

お届けします　穴高の旬な話題お届けします　穴高の旬な話題

■  　登校坂入口に看板設置

広報 あなみず／令和 4 年 2 月号 広報 あなみず／令和 4 年 2 月号 

穴水チャンネル 番組情報

091ch
091ch

今月の今月の
穴水スペシャル

穴水スペシャル
放送予定放送予定

のと里山空港イベント情報

　12 月 21 日、　「のとてまり」 栽培の一環として、 ５　12 月 21 日、　「のとてまり」 栽培の一環として、 ５

月に植菌したほだ木をシイタケハウス （ビニールハウス）月に植菌したほだ木をシイタケハウス （ビニールハウス）

に入れる作業を２年生全員で行いました。に入れる作業を２年生全員で行いました。

　地元生産農家の高森さん、 日本きのこセンター技術　地元生産農家の高森さん、 日本きのこセンター技術

主幹の平野さん、 全農いしかわの脊戸さんの指導のも主幹の平野さん、 全農いしかわの脊戸さんの指導のも

と、 ほだ木をハウスに移動した後、 骨組のパイプの上と、 ほだ木をハウスに移動した後、 骨組のパイプの上

にビニールシートをかぶせました。 寒い日でしたが、 生にビニールシートをかぶせました。 寒い日でしたが、 生

徒達は協力し合い手際よく進めていました。徒達は協力し合い手際よく進めていました。

　生徒会長の山崎さんは、 「ほだ木を運ぶのはけっこう　生徒会長の山崎さんは、 「ほだ木を運ぶのはけっこう

大変でしたが、 みんなで作業するのは楽しかったです。大変でしたが、 みんなで作業するのは楽しかったです。

今後、 水やりや袋かぶせなどの世話をチームワーク良今後、 水やりや袋かぶせなどの世話をチームワーク良

くやっていきたいと思っています。くやっていきたいと思っています。
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■  　シイタケハウス入室作業

令和 4 年 2 月号 ／広報あなみず

穴水スペシャルの放送時間　　9 時／ 13 時 30 分／ 20 時

　　　町の歴史や文化、祭りやイベントなどじっくりお伝えします。

　生産技術科２年生も修了間近となりました。 ２年間、

“ものづくりのスペシャリスト” をめざし、 機械分野に

おける設計 ・ 加工 ・ 測定 ・ 制御に関連する技術を学ん

できました。 その集大成として取り組んだ総合制作も

最終段階に入ってきました。 今年度は 5 テーマについ

て取り組んでいますが、 その中の 1 つである 「低燃費

自動車の製作」 についてご紹介します。

　ホンダエコマイレッジチャレンジ全国大会は、 ガソリン

1 ㍑で何㌔走れるかを競う大会です。 優勝するために

は1㍑あたり2,000㌔以上が必要です。これをめざし、

戦略立案から設計・製作・評価・改善を行ってきました。

　（株） タキノ工業所 様 （北七海） の技術指導により作

成した車体フレーム、 エンジンの改良、 カーボンカウル

公式 HP　 https://www.noto-airport.jp/info/index

※新型コロナウイルスの感染状況により中止となる場合があります。
　事前に最新情報をご確認ください。
※ご来場の際は、事前の「検温」と「マスクの着用」「手指の消毒」をお願いします。
　体調の悪い人は、来場をお控えください。

■  　のっぴーグラスづくり
日　時▶ 2 月 13 日（日）    10:00 ～ 12:00  / 13:00 ～ 15:00
場　所▶  のと里山空港ビル　4 階　生涯学習センター能登分室（講義室）
参加費▶ 無料ですが、ご予約が必要です。詳しくは、お問合せください。
　　　　【子ども連れの人には、子どもの数。小学生以下を優先。／　限定 50 個】

四季折々の “ のっぴーグラス ” で食卓を彩りませんか？

問のと里山空港賑わい創出実行委員会
　　   ☎０７６８- ２６- ２３０３

■  　就職対策講座

【その他の番組のご紹介】

週間 あなみずアーカイブス

1 週間のできごとや町からのお知

らせなどをお伝えする情報番組。

7 時／ 12 時／ 18 時／ 22 時

Anamizu community program channel guied

■  　総合制作実習 －　生産技術課　－
の設計 ・ 製作により、 1 ㍑あたり 1,700 ㌔と着実に

燃費を伸ばし、 優勝を狙えるところまできています。

　新型コロナウイルス感染拡大防止のため、 大会は中止

となってしまい、 悔しい思いをしましたが、 後輩達にノ

ウハウを伝授し、 全国優勝の夢を果たしてほしいと思

います。

　品質の良い “のとてまり” がたくさんできるようがん　品質の良い “のとてまり” がたくさんできるようがん

ばりたいです」 と、 これから本格的にはじまる活動にばりたいです」 と、 これから本格的にはじまる活動に

意欲を見せていました。意欲を見せていました。

　12 月 10 日、穴水高校同窓会による 「穴高未来基金」

を使って、 学校下の登校坂入口に生徒達の活躍を紹介

する看板が設置されました。

　「穴高未来基金」 は、 穴水高校の生徒達が充実した教

育環境の下で、 勉学や部活動に専念できるよう、 同窓

会のみなさんが力を合わせ、 経済的にバックアップして

いこうという趣旨で、 今年度新たに創設されました。

　お近くを通る際は、 ぜひご覧になってください。

　就職試験待ったなし。 11 月からスタートした就職対　就職試験待ったなし。 11 月からスタートした就職対

策講座を通じて 1 年生は自己理解、 企業研究、 就職試策講座を通じて 1 年生は自己理解、 企業研究、 就職試

験対策を行っていきます。 自己理解では、 自分の特徴、験対策を行っていきます。 自己理解では、 自分の特徴、

他者の特徴、 他者との関係性など、 改めて自分自身の他者の特徴、 他者との関係性など、 改めて自分自身の

特徴について理解を深めていきます。特徴について理解を深めていきます。

　3 月には、 能登地区の製造業が一堂に会する 「のと　3 月には、 能登地区の製造業が一堂に会する 「のと

就職フェア」、 金沢市で開かれる 「石川就職フェア」 な就職フェア」、 金沢市で開かれる 「石川就職フェア」 な

どを通じて企業を絞り、 就職試験に挑んでいくことにどを通じて企業を絞り、 就職試験に挑んでいくことに

なります。なります。

最新情報はこちらから


