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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

【7 月　4 日 ～ 7 月 10 日】3X3 Games in Anamizu - 3 人制バスケ大会 -

【7 月 11 日 ～ 7 月 17 日】中居 さとりの道 特集「穴水再発見の旅」他

【7 月 18 日 ～ 7 月 24 日】第 17 回 穴水町消防団訓練大会

【7 月 25 日 ～ 7 月 31 日】穴水小学校創立記念相撲大会【前編】

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 7月号 広報 あなみず／令和 4年 7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 7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。

　IPC では、 企業に求められる知識や技術を身に付け、

社会の変化に対応できるエンジニアの育成をめざし、

技能検定や各種大会にも積極的に挑戦しています。

　今回は、 7 月末に広島で開催される 「第 17 回若年

者ものづくり競技大会」 の 「機械製図 CAD （キャド）」

職種に、 生産技術科 2 年生 1 人が出場を予定してい

ます。

　この職種は、 組み立てられた機械装置の課題図から

指定された部品の機械図面を CAD と呼ばれるソフト

ウェアで設計 ・ 製作する競技です。 課題図に表示され

ていない部分の形状を想像しながら図面を作成する難

しさがあり、 選手には平面に描かれた図から立体の形

状を把握する能力が求められます。

【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

■  　卒業生による進路講話

　５月２３日、 ３年生を対象に卒業生による 「進路講話」

を開催しました。

　今回は、 穴水総合病院と穴水町役場から卒業生２人

を講師に招き、 仕事の内容や高校時代に取り組んでよ

かったこと、 取り組んでおけばよかったことなどの実

体験を交えながら話していただきました。 質疑応答の

際は、 仕事のやりがいや勉強方法など、 ていねいに答

えてくださいました。

　大西優希さん （写真／穴水町役場） は、 「住み慣れた

町で見知った人たちと交わりながら仕事ができること、

地元への愛着と、 地域をより良くしていきたいという

■ のっぴーグラスづくり
日　時▶ 7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？

トキメキ☆チャンネル

8 時 30 分／ 13 時／ 19 時 30 分

■  　ものづくりに必要な “設計力” を習得

　出場する学生は、 「上位入賞をめざします！」 と日々

多くの練習課題をこなし、 設計や CAD の知識 ・ 技能

を磨いています。 指導している先生は、 今回の挑戦を

通して価値のある設計技術を身に着けて欲しいと期待

しています。

■陸上競技部

石川県高等学校陸上競技対校選手権大会

・ 110 メートルハードル　　優勝

　小林公輝 （３年）　　※北信越大会出場決定

■卓球部

・ 女子団体　　ベスト８

・ 女子個人戦ダブルス　　ベスト３２

　七波真菜 （３年） ・ 安部菜々美 （１年） ペア　

■  　石川県高校総体 ・ 総文　結果

■弁論部

・ 石川県高文連特別賞受賞

　６月２日、 県文教会館で石川県高校総文祭総合開会

式が行われ、 弁論部の野世優花さん （３年） が 「父と

のキャッチボール」 と題し記念発表をしました。

　　野世さんは、 昨年度の弁論部門での実績を評価さ

れ、 高文連特別賞を受賞しました。 同様に卒業生の竹

中那琉世さんも同賞を受賞し、 穴水高校の２人が特別

賞を受賞しました。

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

気持ちを形にできることが仕事のやりがいに繋がって

います」 と述べ、 地元で働く喜びと、 町民の生活を守

ることの責任をいきいきと伝えてくれました。

　5 月 19 日、 県産業展示館 （金沢市） で開催された

第 58 回機械工業見本市 「MEX 金沢 2022」 に、 学

生約 80 人が参加しました。 MEX 金沢は対面での開

催は 3 年ぶりで、 会場となった産業展示館には石川県

内の機械系企業を中心に多くの企業や団体が出展して

おり、 最新の技術を用いた機器やロボットなどを見る

ことができます。

　IPC では、 学生の就職への意識付けや企業研究、 志

■  　MEX 金沢 2022　－第 58 回 機械工業見本市　金沢－

望企業の情報収集など、 学生自身の成長と就職活動の

促進を図る目的で、 参加しています。

　学生は約 150 社ある企業ブースを各々訪問して、 担

当者から最新技術や機器の説明を受け、 「将来の選択

肢が広がった」 などの感想を述べていました。

　学生は、 企業の人や展示されている製品からたくさ

んの刺激を受け、 大いに社会人になるための視野を広

げることができたと思います。

－ “アマビエのっぴー ”と 7月の絵柄など－


