
 

 

 

 

 
 

 

第４６回石川の技能まつりの開催について 

 

１ 目  的 

   広く県民に技能尊重の機運を浸透させ、技能者の地位の向上を目指し、かつ、技能

水準の向上を図ることにより、本県産業の振興に寄与することを目的とする。 

 

２ 日  時 

   平成３０年１０月２１日（日） ９：００～１６：００ 

    ※一般来場者入場時間は、９：５０～１５：００ 

 

３ 会  場 

  第１会場 石川県産業展示館３号館（金沢市袋畠町） 

第２会場 石川職業能力開発促進センター（金沢市観音堂町） 

 

４ 主  催 

 石川の技能まつり実行委員会（事務局：石川県労働企画課内） 

 

５ 大会テーマ 

 「もっと知ろう もっと体験しよう 技能と技術」 

 

６ 内  容 

(１)  開会式・表彰式(9:00～9:50)：職業能力開発関係石川県知事表彰等 

(２)  ステージイベント(10:30～14:30) 

（鼠多門復元工事に活きる百万石の伝統技能 技の実演解説） 

(３)  いしかわモノづくり産業遺産コーナー 

(４)  マイスター体験教室コーナー 

 (５)  現代の名工・全技連マイスターコーナー 

 (６)  いしかわ技の祭典（建築大工・電気溶接等 24職種） 

(７)  技能実演・体験コーナー 

(８) 展示・販売・相談コーナー 

(９) いしかわモノづくりトライアルコーナー 

(10)  わんぱく広場 

(11)  職人簡単体験コーナー 

 (12)  閉会式(15:30～16:00) 

平成３０年１０月１８日 

労働企画課職業能力開発Ｇ内 

石川の技能まつり実行委員会事務局 

   事務局長  渡辺  駿 

事務局次長 中出 勤子 

TEL 076-225-1533（内線 4514） 

（9:50～15:00） 
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金沢産業技術
専門校

第1会場
石川県産業展示館3号館

第2会場
ポリテクセンター石川
（石川職業能力開発促進センター）

金沢駅

●

アビリンピック石川大会

障害者の方々が、日ごろ培った技能をお互いに競い合う大会です。

優勝者には全国大会への道が開かれています。

★10月21日（日） 9：50～15：00

石川の技能まつり石川の技能まつり
第46回

主催／石川の技能まつり実行委員会　後援／北國新聞社　 事務局　TEL（076）225-1533（石川県労働企画課内）

和菓子

オリジナルキーホルダー ライントレースカー 写真立て

コテ体験

（平成30年度若年技能者人材育成支援等事業）

梅鉢紋 親子塗装体験 

木組みコースター タイルモザイク

タイル張り

入場
無料

～ もっと知ろう  もっと体験しよう  技能と技術 ～

石川県産業展示館 3号館石川県産業展示館 3号館 ポリテクセンター石川ポリテクセンター石川

わんぱく広場 ステージイベント

モノづくり体験コーナー

クイズに答えて景品がもらえるよ！

クイズラリー

第1会場～第2会場間の無料シャトルバスを運行します。

所要時間10分。20分～50分に一本運行。

「石川の技能まつりシャトルバス」と前面表示のバスにご乗車下さい。

無料シャトルバス

パパやママと一緒にモノづくりを体験しよう！

●木組みコースター

●宝石箱づくり

●タイルモザイク

●泥だんごづくり

職人簡単体験・マイスター体験教室
職人さんがやさしく教えてくれるよ！

◆各種団体が多彩な技能体験を提供

いしかわモノづくりトライアルコーナー
モノづくり体験や学校紹介コーナーを設置！ 詳しくは裏面で

●和菓子作り 

●ポケットティッシュケース製作

●金属板紅葉製作

●カンナ削り体験

●組子コースター製作

●左官のコテ体験 

●タイル張り体験

●花器製作体験

●マグネットのお寿司、柏餅製作

●梅鉢紋打ち出し体験 ●親子塗装体験

●ハンカチ友禅製作体験

●ＬＥＤランタン製作

●ロボットプログラミング体験

●オリジナルプレート製作等

実演・展示コーナー

販売・相談コーナー

庭園・お茶席コーナー

日本庭園を会場内に設営！

水琴窟の音に癒されながら、お茶席で

ゆっくりとおくつろぎいただけます。

喫茶・軽食コーナー

触れて知る 【体験】（一部有料） 見て知る 【実演・展示等】

第1会場 第2会場

（内容・時間等については、一部変更する場合があります。）

第46回石川の技能まつり 検　 索
裏面もご覧下さい。産業展示館4号館で同日開催！ 第40回石川の農林漁業まつり

カンナ削り

鼠多門復元イメージ

水琴窟

・鼠多門復元工事に活きる百万石の

 伝統技能を実演解説！

・男結びや苔玉造り等の体験ができます！
  （平成30年度若年技能者人材育成支援等事業）

・現代の名工、全技連マイスターの作品を展示します。

・石川県の産業に貢献した素晴らしい機械をパネルや

DVDで紹介します。

・配管、着物、4K大画面TV、防水シート、オーニングテント等を展示！

・木工製品、鉢物、クッキー等を販売！

・技能検定、自動車、健康に関する相談コーナーもあります。

・ご家庭でお使いの包丁をお研ぎします！

  （無料、お一人様2本まで、先着50名限定）

・3Dプリンターを使ってオリジナルキーホルダーをつくろう！ 

・線を探しながら走るライントレースカーを作ろう！

・透明な板にドリルで穴をあけて写真立てを作ろう！

弁当、カレーライス、うどん、飲み物などが

そろっています。

会場案内図



金沢大学「レーザーで貯金箱を作ろう！」 各回 8名

金沢工大「おもちゃハック」 第1回 10名

工業部会「電子オルゴールを作ろう！」 各回 10名

職能短大「オリジナルキーホルダーを作ろう！」 各回 10名

　　　　「電子オルゴールを作ろう！」 各回 8名

各校の学校案内やパンフレットを一気に手に入れ

よう！学校や進学に関する個別相談コーナーを設

置する学校もあります。

おもちゃは遊ぶだけ？

いいえ。改造したり、プログラ

ミングしたりして、自分だけの

スペシャルなおもちゃにできる

んです。

今回は、おもちゃにセンサーや

マイコンをつけたり、モーター

をつけて音に合わせて動くよ

うにしたり、楽しくハック（改

造＋プログラミング）しよう！

●レーザーで貯金箱をつくろう！

●おもちゃハック（河並研究室）

１０月21日（日）９：５０～１５：００主催：石川県地域技能振興コーナー
（厚生労働省委託事業：平成30年度若年技能者人材育成支援等事業）

★参加無料★

・第１回 10時～開始

・第２回 11時～開始

金沢大学「レーザーで貯金箱を作ろう！」 各回 8名

金沢工大「おもちゃハック」 第3回 10名

工業部会「電子オルゴールを作ろう！」 各回 10名

職能短大「オリジナルキーホルダーを作ろう！」 各回 10名

　　　　「電子オルゴールを作ろう！」 各回 8名

・第３回　13時～開始

・第４回　14時～開始

★整理券は1人1回1枚配布します。

　同一回で複数のコース分を受け

　取ることはできません。

技能体験の参加

に整理券が必要

です。

技能体験は

高校生以下

限定です。

※種目によって競技時間が異なります。

整理券配布　9:50～(先着順)
整理券配布窓口前でお並びください 整理券配布窓口前でお並びください

整理券配布 12:50～（先着順）

進学情報・個別相談

学校紹介プログラム

授業や行事について

詳しく教えてください!

★各学校のブースで先輩が学校の魅力を紹介！

★ビジュアル映像による学校紹介や充実の

　学校生活リポート など

皆さんの投票によって特別賞が決定！

一般投票参加者には抽選会で景品をプレゼント！

（一般投票用紙は先着順で配布します）

整理券
方　式

整理券
方　式

こども
限定！

整理券
方　式

小学
4年以上
限定！

金沢大学金沢大学

金沢工業大学金沢工業大学工業部会
(工業系高校)
工業部会
(工業系高校)

整理券
方　式

小学
1年以上
限定！

整理券
方　式

８歳以上
限定！

整理券
方　式

こども
限定！

楽しく簡単な電子工作を

行います。

はんだごてを使って作っ

ていく電子オルゴールの

キットです。

作りながら電気の仕組み

やものづくりの楽しさを

学んでいきましょう。

パソコンに入力した文字や図

形からオリジナルのかわいい

キーホルダーを作ろう。

テーブルタップ ボルト工作

ろくろ体験手作りハンドスピナー

●電子オルゴールを作ろう！

●オリジナルキーホルダーを
　作ろう！

電子部品を組み立てて、ピ

カピカ光るオルゴールを作

ろう。

●電子オルゴールを
　作ろう！

石川職業能力開発
短期大学校
石川職業能力開発
短期大学校

県内には小松・金沢・七尾・能登の各産業技術専門

校と石川障害者職業能力開発校があり、新規学卒

者や離転職者・在職者・障害者の方に対して、それ

ぞれの目的にあった職業訓練を行っています。

●テーブルタップを作ってみよう！

●ボルトを切って工作をしてみよう！

●手作りハンドスピナーを作ろう！

●これで君も陶芸家！ろくろ体験 

産業技術専門校・
障害者職業能力開発校
産業技術専門校・
障害者職業能力開発校

おとなも
ＯＫ

日時

一般部門

高等学校ロボット競技部門

石川県産業展示館３号館会場

技能体験

いしかわ技の祭典いしかわ技の祭典

モノづくりトライアルの技能体験には、整理券

が必要なコースや、こども限定のコースがありま

すので、下記のアイコン表示でご確認ください。

※裏面にも、どなたでもご参加いただける技能

体験コースがあります。

■建築大工　■建築塗装　■建築板金　　■建具製作　　■内装仕上げ　■畳製作　■左官

■瓦ぶき　　■鉄筋組立て　■フラワー装飾　■家具製作　●調理

●10：00～14：30（13種目）

●9：20～12：30（11種目）

石川県産業展示館3号館

ポリテクセンター石川

第1会場

第2会場

　建築大工や内装仕上げ、フラワー装飾に調理など、生活に密着した様々な職種において、その

技を競います。選手たちの技能をじっくりご覧ください。

　工業系高等学校の生徒が、自ら製作・プログラミングした相撲ロボットを競わせるほか、マイ

コンカーをコース走行させ、そのスピードを競います。

　各ロボットの動きはもちろん、動作の調整等といったカイゼン活動に取り組む生徒の姿にも

ご注目ください。

機械金属・整備部門

　私たちの身の回りにある多くの機械製品。その中には様々なモノづくりの技術が詰まってい

ます。そんなモノづくりに携わる選手たちの熱い戦いをご覧ください。

【一般投票＆抽選会】
■印の種目では、来場者による一般投票も実施します。

整理券は
整理券配布窓口で
配布します（一部除く）

●技能五輪全国大会メダリストがやってくる！

●技能五輪全国大会とは？

　フラワー装飾のブースでは、技能五輪全国大会メダリストの模範演技が行われます。

この機会にメダリストの素晴らしい技を是非ご覧ください。

　青年技能者（原則23才以下）の技能レベルの日本一を競う競技大会です。

　2年に一度開催される国際大会への派遣選手選考会もかねており、「世界へ続く道」

でもあります。

※記載内容は実施予定であり、今後実施内容を変更する場合があります。

■機械組立仕上げ　■精密測定　■工場板金　■電気溶接　■自動車整備　●旋盤加工

銅島　茉奈（どうじま　まな）さん

（第53回技能五輪全国大会  銀賞、第54回技能五輪全国大会  金賞）
★メダリスト紹介

コンピュータはゲーム
をしたり画 面に絵が
でるだけじゃないよ。
コンピューターを使う
といろんなものが作
れるよ。
レーザー光線で貯金
箱をつくろう！

主催：石川県、石川の技能まつり実行委員会

協力：金沢大学、金沢工業大学、石川県高等学校教育研究会工業部会、石川職業能力開発短期大学校、県立産業技術専門校、

　　　石川障害者職業能力開発校

障害者技能部門（アビリンピック石川大会）

　障害のある方々が日頃培った技能を競い合い、職業能力の向上を目指します。是非、ご覧ください。

●ワード・プロセッサ 一般・支援学校部門※石川大会のみ

●データ入力（知的障害者のみ）　●オフィスアシスタント　

●ビルクリーニング　　　　　　　●喫茶サービス（新規競技）
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