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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

【4 月　4 日 ～ 4 月 10 日】　穴水高校・穴水中学校 卒業式

【4 月 11 日 ～ 4 月 17 日】　向洋小学校・穴水小学校 卒業式

【4 月 18 日 ～ 4 月 24 日】　能登半島地震復興 15 年イベント

【4 月 25 日 ～ 5 月　1 日】　楽都音楽祭ピアノコンサート in 穴水

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

■  　穴水中学校とのオンライン交流会

広報 あなみず／令和 4 年 4 月号 広報 あなみず／令和 4 年 4 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

　３月１日、 第７３回卒業証書授与式を挙行しました。　３月１日、 第７３回卒業証書授与式を挙行しました。

　今年は２年ぶりに在校生も出席し、 全校生徒で卒業を　今年は２年ぶりに在校生も出席し、 全校生徒で卒業を

お祝いすることができました。 在校生を代表して２年生お祝いすることができました。 在校生を代表して２年生

の山崎勇太さんが送辞を、 卒業生を代表して橋本みつの山崎勇太さんが送辞を、 卒業生を代表して橋本みつ

きさんが答辞を述べ、 橋本さんは、 コロナ禍の中過ごきさんが答辞を述べ、 橋本さんは、 コロナ禍の中過ご

した２年間を想い 「当たり前の毎日、 クラス全員が揃した２年間を想い 「当たり前の毎日、 クラス全員が揃

って教室で授業を受けられることのありがたさをこれって教室で授業を受けられることのありがたさをこれ

ほど強く感じた日々はありませんでした。 コロナ禍の中ほど強く感じた日々はありませんでした。 コロナ禍の中

でも、 楽しくて幸せだと思えたのはみんなのおかげででも、 楽しくて幸せだと思えたのはみんなのおかげで

す。 困難を共に乗り越えた仲間、 側で支えてくれた人す。 困難を共に乗り越えた仲間、 側で支えてくれた人

との絆はこれからも決して失われることはないと信じとの絆はこれからも決して失われることはないと信じ

ています」 と周囲への感謝の気持ちを述べました。ています」 と周囲への感謝の気持ちを述べました。

　卒業生達は最後に保護者席の前で整列し感謝の言葉　卒業生達は最後に保護者席の前で整列し感謝の言葉

を伝え、 学び舎を巣立っていきました。を伝え、 学び舎を巣立っていきました。
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■  　卒業証書授与式

令和 4 年 4 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。

　３月 11 日、 のとふれあい文化センターを会場に、 第

32 回 「修了式」 を挙行しました。 保護者、 関係者ら

の見守る中、 生産技術科１９人、 電子情報技術科１８人、

計３７人が、 穴水での出会いや思い出を胸に、 職業人

生の第一歩を踏み出しました。

　修了生の内、 ２５人は石川県内の企業、 ２名は県外企

業、 ９人は北陸職業能力開発大学校 （富山県魚津市）

などへ進学しました。

　彼らは、 入校当初から 「新型コロナウイルス」 に翻弄

され、 夏の猛暑、 冬の厳寒の中、 換気をしながら厳し

い環境で技能 ・ 技術を身に付けてきました。 地域のみ

なさまには、 夕方や土日のアルバイトなどを通し、 仕事

への向き合い方、 マナーなどをご指導いただき、 人間

的にも大きく成長することができました。

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▶ 4 月 10 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

　2 月 25 日、 穴水中学校の２年生と穴水高校の２年

生との交流会をオンライン形式で行いました。

　高校生 1 ～２人、 中学生４～５人がひとつのグループ

となり高校生活についてさまざまな質問をし、 高校生

がそれに答える形をとりました。

　中学生からは 「部活動は楽しいですか」 「家でどのく

らい勉強しないといけないの」 「高校の勉強はどのくら

い難しいですか」「青春する時間はありますか」など色々

な質問が出され、 高校生達は、 ていねいにアドバイス

をしていました。

　逆に、 高校生から中学生に質問したり、 それぞれの

学校の良い所など自由に話したりと、 なごやかな雰囲

気の中で交流が行われ、 この取組みの手応えを充分に

感じることができました。

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

■  　修了式

Noto satoyama airport event information

　穴水町での２年間は学生の人生にとってかけがえの

ないものとなり、 末永く青春の１ページとして心に刻ま

れることと思います。 地域のみなさまにはこの場をお

借りして感謝申し上げます。

■  　のと就職フェア 2022
　3 月 8 日、 生産技術科、 電子情報技術科１年生を対

象に、 「のと就職フェア 2022」 を開催しました。

　県商工労働部産業立地課の協力のもと、 穴水村田製

作所をはじめとした能登地域の “ものづくり” 企業１３

社の人事担当が参加し、 企業の魅力や求められる能力、

入社後のキャリアプランなど説明していただきました。

　学生達は、 能登地域においても自身が活躍できる、

卓越した技術をもつ企業がたくさんあることを改めて

再認識していました。


