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■  　のっぴーグラスづくり
日　時▶ 11 月 13 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？

【10 月 31 日 ～ 11 月　6 日】　第 74 回 石川県公民館大会 in 穴水

【11 月　7 日 ～ 11 月 13 日】　令和 4 年度 穴水町中学生議会

【11 月 14 日 ～ 11 月 20 日】　令和 4 年度 穴水町少年の主張大会

【11 月 21 日 ～ 11 月 27 日】　令和 4 年度 穴水町社会福祉大会

【11 月 28 日 ～ 12 月　4 日】　令和 4 年度 穴水中学校 文化祭

ポリテクカレッジ石川文化祭　　鳳匠祭 ポリテクカレッジ石川文化祭　　鳳匠祭 

開催日：11 月 3 日 （木）

　ポリテクカレッジ石川の文化祭、 「鳳匠祭」 を開催します。 学生達による模擬店 （焼きそば ・ ホットドッグ ・ ク　ポリテクカレッジ石川の文化祭、 「鳳匠祭」 を開催します。 学生達による模擬店 （焼きそば ・ ホットドッグ ・ ク

レープなど） など、 キャンパスの雰囲気や学生達の様子もご覧いただけます。レープなど） など、 キャンパスの雰囲気や学生達の様子もご覧いただけます。

※新型コロナウイルス感染状況により中止の可能性があります。 事前に確認の上、 ご来場ください。※新型コロナウイルス感染状況により中止の可能性があります。 事前に確認の上、 ご来場ください。

穴高穴高 問穴水高校　☎５２- ０２３０

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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■  　校外就職模擬面接

　９月９日、 地元企業 ・ 団体から４人の外部講師をお招

きし、 就職希望者を対象にした模擬面接 （約２５分の

個人面接形式） を行いました。

　面接後の講評では 「相手に選んでもらうための面接

なので、 限られた時間内でしっかり自分をアピールしな

がら入社後の目標や意欲などをみせることが大切です。

これから卒業までの間、 新聞などのメディアを通して

様々なできごとに関心をもち、 社会人としてふさわし

い良識を身に付け社会に出てください ｣ とアドバイスを

いただきました。

　生徒達は面接で良かったこと、 うまく答えられなかっ

■  　出前授業

たことなどについてメモをとり、 また学校で多くの先

生方と練習しながら、 本番の面接試験に向けて努力し

ていきます。

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

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。

穴水チャンネル 番組情報
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091ch

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

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。

　10 月 2 日、 ツインリンクもてぎ （栃木県） で開催さ

れた低燃費自動車の燃費性能を競う「Honda（ホンダ）

エコマイレッジチャレンジ 2022 全国大会」 に生産技

術科の 2 年生 6 人が出場しました。

　4 回目の出場となった今年は、 先輩から受け継いだ

車両と新規に製作した車両の 2 台で挑みました。 大会

当日、 受け継いだ車両はエンジントラブルで出走でき

ませんでしたが、 新規車両は無事完走し、 参加 47 チ

ーム中 5 位という過去最高の成績を収めることができ

ました。 加えて、 前大会から最も記録が伸びたチーム

に贈られる 「ステップアップ賞」 も受賞し、 エンジニア

の卵として最高の栄誉をいただきました。

　学生達は、 4 月から一丸となって製作 ・ 改良に取り

組みました。 新規車両は、 車体を木材で作成し、 その

上からカーボンを張り付け、 強化することで軽量化を

図り、 また、 エンジンと車輪の間にクラッチを挟むこと

で摩擦抵抗を軽減させるなど、 創意工夫が随所に盛り

込まれています。

【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 guide

トキメキ☆チャンネル

8 時 30 分／ 13 時／ 19 時 30 分

■  　ホンダエコマイレッジチャレンジ 2022

　この車両の製作を通し、 学生たちは様々な問題に立

ち向かい、 生産現場で必要な技能 ・ 技術や社会人とし

て必要なヒューマンスキルなど、 多くの経験を積むこと

ができました。 この経験を活かし、 来春就職する企業

や進学先で活躍することを期待しています。

　大会への参加にあたり、 ご助力いただきました穴水

町、 輪島綜合自動車学校をはじめとする近隣企業のみ

なさん、 地域の方々にこの誌面をお借りして心より感

謝申し上げます。

　ありがとうございました。

　９月２８日、 本校英語教諭とＡＬＴのシャドリーさんが

穴水中学校へ出向き 「出前授業」 を行いました。

　この試みは、 高校の授業を体験し、 穴水高校の先生

と交流することで、 地元の高校に関心を持ってもらお

うと数年前から実施しています。

　今回は、 「大きな数字を英語で言ってみよう」 をテー

マに、 英語での数字の読み方と発音の仕方を楽しく学

んでもらいました。 生徒達は、 桁数が小さい数字は難

なく答えることができましたが、 やはり大きな数字と

なると難しいようで、 先生から法則を教えてもらうと、

最後は簡単に読めるようになっていました。

のと里山空港イベント情報

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

広報 あなみず／令和 4 年 11 月号 令和 4 年 11 月号 ／広報あなみず


