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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

【3 月　7 日 ～ 3 月 13 日】　向洋小学校 6 年生を送る会

【3 月 14 日 ～ 3 月 20 日】　穴水小学校 6 年生を送る会

【3 月 21 日 ～ 3 月 27 日】　穴水町議会 3 月定例会≪前編≫

【3 月 28 日 ～ 4 月　4 日】　穴水町議会 3 月定例会≪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

■  　「総合的な探究の時間」 最終成果発表会

広報 あなみず／令和 4 年 3 月号 広報 あなみず／令和 4 年 3 月号 

穴水チャンネル 番組情報
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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

　2 月 4 日、 昨年５月から２年生が栽培 ・ 育成してき　2 月 4 日、 昨年５月から２年生が栽培 ・ 育成してき

た原木シイタケ 「のと 115」 を収穫しました。 天候にた原木シイタケ 「のと 115」 を収穫しました。 天候に

も恵まれ生育状況はたいへん良く、 肉厚で品質の良いも恵まれ生育状況はたいへん良く、 肉厚で品質の良い

プレミアム３個を含む秀逸品 「のとてまり」 を１５個収プレミアム３個を含む秀逸品 「のとてまり」 を１５個収

穫することができました。穫することができました。

　２月５日早朝、 金沢市中央卸売市場で競りが行われま　２月５日早朝、 金沢市中央卸売市場で競りが行われま

したが、 生徒達は参加せずに、 あらかじめ撮影した動したが、 生徒達は参加せずに、 あらかじめ撮影した動

画を流して PR しました。 ８個入りの 「のとてまり」 が画を流して PR しました。 ８個入りの 「のとてまり」 が

競りにかけられ、 どんたく （本社 ： 七尾市） が 5 万円競りにかけられ、 どんたく （本社 ： 七尾市） が 5 万円

で競り落としました。で競り落としました。

　新型コロナウィルス感染症の影響で、 思うような活動　新型コロナウィルス感染症の影響で、 思うような活動

ができない中、 ご協力いただいた奥能登原木しいたけができない中、 ご協力いただいた奥能登原木しいたけ

活性化協議会や全農いしかわのみなさんをはじめとす活性化協議会や全農いしかわのみなさんをはじめとす

る関係者の方々に厚くお礼申し上げます。る関係者の方々に厚くお礼申し上げます。
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■  　のとてまり収穫 ・ 初競り

令和 4 年 3 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。

　1 月 29 日、 のとふれあい文化センターを会場に

「2022 ポリテックビジョン in 穴水」 を開催しました。

新型コロナウイルス感染拡大防止のため、 生産技術科、

電子情報技術科の学生発表と成果物のデモンストレー

ションの時間を分け、 関係者のみが参加し行いました。

　ポリテックビジョンは、 ２年間で学んだ専門知識、 技

術やそれらを具現化する技能を最大限に発揮し “もの

づくり” の取組みについて発表する場です。

　AI （人工知能） や AR （拡張現実） といった最新技

術を用いたものから、 薪割り機や草刈り機などといっ

た地域のさまざまな課題をテーマに発表されました。

　今回から、 内定企業の人事担当者を特別審査員に迎

え、 人材教育の目線からも評価をいただきました。

　受賞した学生は、 「この受賞を糧とし、 入社してから

もさらに努力を重ねたい」 と語っていました。

　２年生は、 修了式に向け最後のまとめの時期に入っ

ていきます。 発表の模様は、 ユーチューブ公式チャン

ネルに公開しますので、 ぜひご覧ください。

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▶ 3 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

【その他の番組のご紹介】

週刊 あなみずアーカイブス

7 時／ 12 時／ 18 時／ 22 時

Anamizu community program channel guied

　1 月 26 日、 「総合的な探究の時間」 最終成果発表

会をのとふれあい文化センターで開催しました。

　「私たちが考える穴水活性ビジネスプラン」 「穴水町

の特産品の売上げを伸ばすためには？」 など地域の振

興と発展をテーマに課題を見つけ、 探究してきたこと

を発表しました。

　本校の探究アドバイザーから 「今取り組んでいること

は正解のない問題であるといえます。 今答えが出なく

ても、 他者の意見を取り入れたり、 新たな経験を積む

ことで違う答えが出ることもあります。 これから社会に

出て色々な課題に直面することがあると思いますが、

この経験は絶対に活きてきますので、 これからも楽し

さと主体性をもって取り組んでいってください」 と講

評をいただきました。

最新情報はこちらから
トキメキ☆チャンネル

8 時 30 分／ 13 時／ 19 時 30 分

【校長賞】

低燃費自動車の設計 ・ 製作

【生産技術科優秀賞】

薪割り機の設計 ・ 製作

【電子情報技術科優秀賞】

AI を利用した無線制御ロボットの制作

■  　2022 ポリテックビジョン in 穴水

（写真上段）

AR （拡張現実） の実演

（写真中段）

校長賞を受賞した
低燃費自動車製作班のメンバー

（写真下段）

立乗りモビリティの実演

Noto satoyama airport event information


