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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
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令和 4年 10 月号 ／広報あなみず

■  　インターンシップ （就業体験）

　７月下旬～８月にかけて、 ２年生２７人がインターンシ

ップ （就業体験） を行いました。

　　新型コロナ感染症流行の影響でここ数年実施できま

せんでしたが、 地元の企業 12 社のご協力をいただき、

短期間で実施しました。

　生徒達は、 それぞれの職場でのルールや仕事のやり

がい、 難しさなどについて体験しました。

　｢ マナーや身だしなみ、 あいさつや言葉づかいなど基

本的なことかもしれないけど、 とても難しかった ｣、 ｢

少ない従業員で大きな畑を管理していて、 お客さんに

はとても丁寧な対応していて学ぶことが多かった。

■  　ぼら待ちやぐら　再建

素晴らしい環境で仕事を体験できた ｣ など感想を述べ

ていました。 ご協力いただいた企業のみなさまに心か

ら感謝を申し上げます。

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

【10 月　3 日 ～ 10 月　9 日】令和 4 年度 穴高祭

【10 月 10 日 ～ 10 月 16 日】令和 4 年度 穴水中学校体育祭

【10 月 17 日 ～ 10 月 23 日】令和 4 年度 穴水小学校運動会

【10 月 24 日 ～ 10 月 30 日】令和 4 年度 向洋小学校運動会

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。
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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

【10 月　3 日 ～ 10 月　9 日】令和 4 年度 穴高祭

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。

　９月３日、 ロボット本体の製作とプログラム技術を競

う全国大会 「ＡＲＣｏ２０２２」 が栃木県で開催され、 出

場した電子情報技術科のチームが、 エキスパート部門

で優勝、 ミドル部門では３位の成績を収めました。

　５月から始動した学生達は、 競技コースの作成、 競技

ルールに沿ったロボットの設計 ・ 製作、 プログラムの作

成を行ない、 より確実に、 より速く動作できるよう試

行錯誤を繰り返してきました。 夏休み期間中も、 ロボ

ットの改良やプログラムの調整を行い、 問題をひとつ

ずつ解決してきました。

　この出場を通じて、 グループ開発に必要な 「チームワ

ーク」 や 「コミュニケーション能力」、 大会当日にいた

る 「スケジューリング能力」、 予想外のトラブルが発生

した時の 「トラブル対応力」 などが身に付き、 人間的

に成長していました。 近い将来、 技術者として活躍す

ることが今から楽しみです。

【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 guide

トキメキ☆チャンネル

8 時 30 分／ 13 時／ 19 時 30 分

■  　自立型ロボット競技会で好成績

　また、 学校に戻った学生達は、 大会の反省とロボット

のグレードアップについて、 議論をはじめています。

　今大会の出場で得た知識や情報を元に、 ロボットの

性能をさらにアップさせ、 最終的な成果を来年１月２８

日に行われる 「ポリテックビジョンｉｎ穴水」 で発表する

予定です。

　みなさん、 ぜひご来場いただき、 学生達のがんばり

をご覧ください。

■  　令和 5 年度入校生募集

　高校生のみなさん、 ポリテクカレッジ石川で学び、 県

内優良企業への “就職パスポート” （令和３年度実績

９３パーセント） を勝ち取りませんか。

　詳しくは、 学務援助課 （☎５２- １３２３） までお問合

せください。

■募集定員

　　生産技術科 20 人　／　電子情報技術科２０人

■特別推薦 ・ 公募 ・ 自己推薦募集期間

　　１０月３日 （月） ～１０月１３日 （木）

■選考日

　　１０月１９日 （水） 公式ホームページ

　８月１８日と２０日の両日、 ぼら待ちやぐらの再建作業

にボランティアとして参加しました。

　経年劣化のため撤去されていた、 潮騒の道沿いにあ

るぼら待ちやぐらを再建するために、 金沢星稜大学の

池田幸應教授のゼミ生を中心に、 大妻女子大学の細谷

夏実教授のゼミ生、 町職員や地元の漁師グループ ｢ 中

居七浦七入会 ｣ のみなさんと一緒に作業をしました。

　参加した生徒は、 ｢ 体力を使う作業でしたが、 協力

し合ってものを作りあげるのはとても楽しかった ｣ と、

やぐらの再建に参加できたことの喜びと達成感に溢れ

た表情で話してくれました。

広報 あなみず／令和 4年 10 月号 広報 あなみず／令和 4年 10 月号 

今月末が使用期限です！今月末が使用期限です！

「穴水町ミライヘカケル商品券」の使
用期限は、令和4年 10月 31日（月）です。
　まだ使用していない商品券をお持ちの
人は、期限までに必ずご使用ください。
　使用期限を過ぎた商品券は使用できな
くなりますので、ポスターが展示してあ
る取扱い店舗でご利用ください。

問観光交流課　☎５２-３６７１問観光交流課　☎５２-３６７１

見　本


