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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

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

広報 あなみず／令和 4 年 5 月号 広報 あなみず／令和 4 年 5 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

　昨年度、 穴水高校から８人の生徒が国公立大学への　昨年度、 穴水高校から８人の生徒が国公立大学への

合格を果たしました。合格を果たしました。

　富山大、 北見工業大、 上越教育大、 石川県立大、 石　富山大、 北見工業大、 上越教育大、 石川県立大、 石

川県立看護大、 富山県立看護大、 高知県立大、 神奈川川県立看護大、 富山県立看護大、 高知県立大、 神奈川

県立保健福祉大に各１人ずつ計８名の合格者を輩出す県立保健福祉大に各１人ずつ計８名の合格者を輩出す

ることができました。 これは昨年度の６人を上回り、 過ることができました。 これは昨年度の６人を上回り、 過

去１０年間で最多の輩出となります。去１０年間で最多の輩出となります。

　令和３年度から 「TKP プロジェクト」 と称して、 国公　令和３年度から 「TKP プロジェクト」 と称して、 国公

立大への進学指導を強化し、 少人数を活かしそれぞれ立大への進学指導を強化し、 少人数を活かしそれぞれ

の生徒に応じたていねいな個別指導が実を結んだ形との生徒に応じたていねいな個別指導が実を結んだ形と

なりました。なりました。
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■■  　  　のと里山空港ロビーコンサート

ー　A-Kid's（エイキッズ / 穴水町）他によるダンスパフォーマンス　ー

日　時▶ 5 月 22 日（日）14：00 ～
場　所▶のと里山空港ビル　2 階　ロビー
協　力▶穴水町

■  　国公立大学に 8 人が合格

令和 4 年 5 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。

　4 月 4 日、 のとふれあい文化センターラベンダーホ

ールで、 第 34 回の入校式を挙行しました。 新型コロ

ナウイルス感染拡大防止対策を講じ、 来賓はお招きせ

ず保護者、 関係者らの見守る中、 生産技術科 17 人、

電子情報技術科 24 名の新入生を迎えました。

　新入生を代表して、生産技術科の中橋奏汰さんが、「こ

れから自然豊かな穴水町で日々研鑽し、 実践的な技術

者としての素地を身に付けていきたい。 一日一日を大

切に日本のものづくりに必要な人材になることを誓い

ます」 と力強く宣言しました

　新入生のみなさんには、 新たに出会った仲間ととも

に、 互いに研鑽し合い、 2 年間の学生生活を有意義な

ものにしていただきたいと思います。

　町民のみなさまには、 日頃から多大なご理解 ・ ご協

【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

【5 月　2 日 ～ 5 月　8 日】　A-kid's 卒業公演「あなみず百物語＆ダンスショー」

【5 月　9 日 ～ 5 月 15 日】　穴水再発見の旅　～令和 4 年・春編～

【5 月 16 日 ～ 5 月 22 日】　チアフル・スタジオプログラム特集

【5 月 23 日 ～ 5 月 29 日】　令和 4 年度 穴水町女性団体協議会 総会

【5 月 30 日 ～ 6 月　5 日】　ウクライナの平和を願うチャリティーコンサート

Anamizu community program channel guied

■  　清掃ボランティア

　４月６日、 毎年恒例となった２ ・ ３年生による清掃ボ

ランティアを行いました。

　生徒と教職員あわせて約 70 人が部活動毎に分かれ、

日頃からお世話になっている穴水町に感謝の気持ちを

こめて、穴水高校から穴水駅周辺、そして野球部員達は、

能登鹿島駅で清掃活動をしました。

トキメキ☆チャンネル

8 時 30 分／ 13 時／ 19 時 30 分

■  　入校式

力を賜り感謝申し上げます。

　今年度も新たに加わった学生も含め引き続きご支援

を賜りますようお願い申し上げます。

■  　学生達に “社会経験の機会” を与えてください　　ー　学生向けアルバイト求人の募集　ー

　ポリテクカレッジ石川では、学生の社会参画の一環で、

コミュニケーション能力など “人間力” の向上を目的と

して、 学業に支障のない範囲で学生のアルバイトを奨

励しています。

　41 人の新入生のほとんどが、 併設されている学生

寮で生活しています。 また、 就職などの進路が決まり、

アルバイトをしたいという 2 年生もいます。

　社会でのアルバイト経験は、 社会人としての人間形成

にたいへん有益な機会でもあります。

　ぜひ、 新たな時代を築く学生たちにチャンスをいただ

ければ幸いです。 学生向けのアルバイト求人がありまし

たら、 ご連絡お待ちしています。

（学務援助課　☎ 0768-52-1323）

　国公立大学以外では、 私立難関の立命館大をはじめ　国公立大学以外では、 私立難関の立命館大をはじめ

金沢工業大、 北陸大など県内外の私立大学、 ＩＰＣや金金沢工業大、 北陸大など県内外の私立大学、 ＩＰＣや金

沢学院短大、 そして金沢医療センター付属金沢看護専沢学院短大、 そして金沢医療センター付属金沢看護専

門学校などの各種短大 ・ 専門学校などの合格を勝ち取門学校などの各種短大 ・ 専門学校などの合格を勝ち取

っています。 就職に目を向けますと、 石川県の多岐にっています。 就職に目を向けますと、 石川県の多岐に

わたる業界で生徒達は新たな一歩を歩みはじめました。わたる業界で生徒達は新たな一歩を歩みはじめました。

　高校入学以来、 キャリア教育を計画的に進めてきまし　高校入学以来、 キャリア教育を計画的に進めてきまし

たが、 生徒達が実社会で活躍できる人材として成長したが、 生徒達が実社会で活躍できる人材として成長し

てくれたことをたいへん嬉しく思います。てくれたことをたいへん嬉しく思います。

　今後も引き続き本校の教育活動にご理解とご支援を　今後も引き続き本校の教育活動にご理解とご支援を

いただければ幸いです。いただければ幸いです。

のと里山空港イベント情報

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。

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

Noto satoyama airport event information

最新情報はこちらから


