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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  https://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

【6 月　6 日 ～ 6 月 12 日】のとキリシマツツジフェスティバル

【6 月 13 日 ～ 6 月 19 日】令和 4 年度 県民移動能 穴水公演

【6 月 20 日 ～ 6 月 26 日】穴水町議会 6 月定例会【前編】

【6 月 27 日 ～ 7 月　3 日】穴水町議会 6 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

広報 あなみず／令和 4 年 6 月号 広報 あなみず／令和 4 年 6 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
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令和 4 年 6 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。

　オリンピックといえば、 昨年開催された東京オリンピ

ックのようなスポーツの祭典をイメージすると思います

が、 「技能五輪 （ぎのうごりん）」 と呼ばれる技能 ・ 技

術を競うためのオリンピックもあります。

　技能五輪は、 機械や電気 ・ 電子、 情報通信関係から

サービス ・ ファッション分野の 42 職種において、 自身

の持つ技能 ・ 技術を競う大会です。 全国大会が毎年、

国際大会が隔年で開催される、 国家の技能 ・ 技術水準

を世界に示すレベルの高い大会となっています。

　IPC では、 知識と技能 ・ 技術を身に付け地元企業で

活躍する人材を育成するために、今年も技能五輪の 「情

報ネットワーク施工」 職種へ電子情報技術科 2 年生 2

人が挑戦します。 この職種はインターネットやオンライ

ン授業をおこなう上で必要となる LAN ケーブルや光フ

ァイバの施工と保守などの通信工事に関わる技能 ・ 技

術を競います。

　昨年度は、 全国大会の学生予選会を見事に勝ち抜き、

初めて石川県代表として全国大会へ出場しました。 出

場した学生はその後、 北陸職業能力開発大学校の応用

課程に進学して、 さらなる技能 ・ 技術の習得に励んで

います。

　今年度挑戦する 2 人は、 今月末に開催する全国大会

の学生予選会へ向けて、 公表されている課題に必要と

なる基礎的な技術を身につけるために、 LAN ケーブル

【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

■  　全国高等学校弁論大会

　５月３日、 名古屋市で開催された第 76 回全国高等

学校弁論大会で、 野世優花さん （3 年） が第５位入賞、

加えて 「東海中学校 ・ 高等学校同窓会賞」 を受賞しま

した。

　この大会は、 原稿応募の中から厳しい審査を経て選

ばれた弁士のみが出場できる大会で、 他の弁論大会と

比べ、 弁論後聴衆からの質問タイムがあり、 その質疑

応答も審査の対象となるのが大きな特徴です。

　穴水高校では過去に 「高校弁論５大タイトル」 のすべ

てに入賞した髙茉奈さんが、 同大会で５位に入賞して

います。 その後はコロナ禍の影響で大会が中止となっ

ていたこともあり、 今回は久々の出場となりました。

■  　のっぴーグラスづくり
日　時▶ 6 月 12 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？

トキメキ☆チャンネル

8 時 30 分／ 13 時／ 19 時 30 分

■  　技能オリンピックをめざして

のプラグ作成や光ファイバの融着の技能習得に日々取

り組んでいます。 この課題は作業の正確さやスピード

と合わせて品質も求められるため、 高い技能 ・ 技術が

求められます。 そのため、 習得過程で職業人として必

要な人間力を大きく高めることができ、 精神的な面で

も成長することが期待できます。

　このように IPC の学生は、 世の中を支えている技能・

技術を学ぶことで、 みなさまに信頼される技術者にな

るべく、 目標に向かって日々技能 ・ 技術を磨き精進し

ていますので、 今後も温かく見守ってください。

　５月６日、 JA 全農いしかわ、 日本きのこセンター、　５月６日、 JA 全農いしかわ、 日本きのこセンター、

石川県農林総合研究センターのみなさんから指導を受石川県農林総合研究センターのみなさんから指導を受

けながら、 2 年生 34 人が原木シイタケ 「のと 115」けながら、 2 年生 34 人が原木シイタケ 「のと 115」

の植菌を行いました。の植菌を行いました。

　技術的なことはもとより、 農産物を育てていくことの　技術的なことはもとより、 農産物を育てていくことの

大変さや面白さなどを教えていただきながら作業を進大変さや面白さなどを教えていただきながら作業を進

めました。 天候にも恵まれ、 生徒達は根気よくほだ木めました。 天候にも恵まれ、 生徒達は根気よくほだ木

■  　原木シイタケ 「のと 115」 植菌作業

のコナラ２５０本にドリルで穴を開け、 １つひとつ種菌のコナラ２５０本にドリルで穴を開け、 １つひとつ種菌

（形成菌） を植えました。（形成菌） を植えました。

　生徒達は 「のと 115」 の特秀品である 「のとてまり」　生徒達は 「のと 115」 の特秀品である 「のとてまり」

の収穫をめざし、 これからの活動に意気込みを見せての収穫をめざし、 これからの活動に意気込みを見せて

おり、 栽培活動を通して、 地域の産業や文化を学び、おり、 栽培活動を通して、 地域の産業や文化を学び、

地域の課題に向き合い、 積極的に地域と関わる心や、地域の課題に向き合い、 積極的に地域と関わる心や、

地域に貢献する心を育んでいきます。地域に貢献する心を育んでいきます。

のと里山空港イベント情報

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

※受付の際「入場者カード」の記入に、ご協力ください。
※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

　野世さんは、 ８月に東京で開催される全国高等学校

総合文化祭弁論部門の出場権もすでに獲得しており、

上位入賞をめざして日々練習に励んでいます。

－ “ アマビエのっぴー ” と毎月の絵柄 12 種類－


