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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） 

第1会場 
石川県産業展示館3号館 

〈会場案内図〉�

金沢駅 

主催／石川の技能まつり実行委員会　 事務局　 TEL（076）225-1533 （石川県労働企画課内） 
（内容・時間等については、一部変更する場合があります。） 

【一般部門】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　表具　瓦ぶき　鉄筋組立て　フラワー装飾　調理 

【高等学校ロボット競技部門】高校生のロボット競技を観戦しよう！ 

技能コンクール�技能コンクール�

☆石川の技能・スペシャル実演ステージ�
 石川の名工の匠の技を生で見て、�
 全技連マイスターから匠の技を学ぼう！�

☆クルマの技術体験コーナー�
 ・フォーミュラカー、バッテリーカーに�
  乗ってみよう！�
 ・エンジンを組み立ててみよう！�☆ハイテク技術紹介・体験コーナー�

 ・炭素繊維・回転寿司コンベア機・石川県工業試験場の�
  研究成果などのハイテク技術を紹介。�
 ・ロボットと会話しよう。�

☆発電体験コーナー�
 エアロバイクで電気を起こそう！�
 身近な家電製品がどれだけ動くかな。�

各種コーナーを新設�各種コーナーを新設！�

10月2日（日） 9:50～15:00

石川の技能まつり�
入場無料�～ 見て知って 触れてつなげる 技能と技術 ～�第39回 

第39回石川の技能まつり 検　 索 

（10:20～14:30）（7種目）�（10:20～14:30）（7種目）�（10:00～14:30）（13種目）�

技能士マーク 

技能士とは 
　働く人々の有する技能の水準を証明する国家検定である

「技能検定」に合格した者のみが使用できる称号です。 

　確かな技能の証として高く評価されています。 

裏面もご覧下さい。 

■技能コンクール�
　【機械金属・パソコン部門】　機械組立仕上げ　精密測定　�

 工場板金　電気溶接　旋盤加工　自動車整備　パソコン（障害者）�

■ものづくり体験コーナー�
 先生の指導の下カレンダー、おしゃべり時計作りにチャレンジ！�

■喫茶コーナー（有料）�
 飲み物と軽食で、くつろぎの時を。�

■展示コーナー�
 ポリテクセンター石川で行っている�

 職業訓練の紹介�

石川県産業展示館3号館� ポリテクセンター石川�

（10:00～14:30）（13種目）�

技能体験� わんぱく広場�

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。 

一般の方 
対象 

小学生 
以下対象 

無料シャトルバス�

第1会場� 第2会場�
■石川の名工コーナー・�
　全技連マイスターコーナー�
石川の名工、全技連マイスターを紹介します。�

■技能体験・実演�
印章製作、似顔絵、ラッピング等プロが実演します。�

■展示・販売・相談コーナー�
まな板・印章・畳・テントシート・タイル・クッキーな

どの販売や配管・内装・防水シート・シーリング・染色

補正・商品装飾・3Dテレビの展示のほか、職業能力開

発・自動車・健康などに関する相談コーナーも充実！�

ご家庭でお使いの包丁をお研ぎします。�

（無料・1人2本まで、先着50名限定）�

■喫茶・軽食コーナー�
焼きそば、弁当、お菓子、飲物などが揃いました。�

■庭園・お茶席コーナー�
日本庭園のお茶席でおくつろぎください。�

■スタンプラリー＆大抽選会�
第1会場でスタンプを集めて、豪華景品をゲットし

よう。何が当たるか運だめし！�

第2会場へ行ってもう一度�

抽選しよう！�

■手作り体験�●瓦絵付け体験�

●和裁体験�

●板金表札製作体験�

●石印材彫刻体験�

●ハンカチ友禅製作体験�

●フラワーアレンジメント�

★木組みコースター�

★宝石箱づくり�

●泥だんごづくり�

★タイルモザイク�

（一部有料） 
 

（100円） 

※★印のブースではわんぱく技能コンクールも開催！ 
　参加料無料！各ブース先着30名様限定！ 
　開催時間：10時～12時30分 



進学情報・個別相談�

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、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。 

第1回　10時～開始　　第2回　11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！ 

第3回　13時～開始　第4回　14時～開始 

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。 

スタンプラリー参加者に 
抽選でプレゼント！ 

主催：石川県、石川の技能まつり実行委員会 
協力：金沢大学理工学域、金沢工業大学、石川工業高等専門学校、金沢工業高等専門学校、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 

※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。 

整理券配布　9:50～（先着順）� 整理券配布 12:50～（先着順）�

「コミュニケーションロボット 
　　　　　“PaPeRo”と遊ぼう」 

第1回 6名 
第3回 6名 

各回 20名 

しゃべって、おどれる、 
かわいいロボットの実演体験 

「コミュニケーションロボット 
　“PaPeRo”を動かしてみよう」 
しゃべって、おどれる、 
かわいいロボットのプログラム体験 

系�

金沢大学 「光で測る脈拍計をつくろう」 各回20名 
金沢工大 「PaPeRoと遊ぼう」 各回20名 
 「PaPeRoを動かしてみよう」 第1回6名 
石川高専 「ビニールロープでぞうりをつくろう」 各回10名 
 「紙コップで虹色スコープを作ろう」 各回25名 
工業部会 「ダーツでピカリンコの製作」 各回8名 
 「メガダービーの製作」 各回8名 
 「親子でつくろうソーラーカー」 各回8名 
職能短大 「ブレスレットづくり」 各回20名 

金沢大学 「光で測る脈拍計をつくろう」 各回20名 
金沢工大 「PaPeRoと遊ぼう」 各回20名 
 「PaPeRoを動かしてみよう」 第3回6名 
石川高専 「ビニールロープでぞうりをつくろう」 各回10名 
 「紙コップで虹色スコープを作ろう」 各回25名 
工業部会 「ダーツでピカリンコの製作」 各回8名 
 「メガダービーの製作」 各回8名 
 「親子でつくろうソーラーカー」 各回8名 
職能短大 「イルミネーションづくり」 各回22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。 

（ラリー用紙は先着順で配布します） 

金沢大学理工学域では、11月5日（土）にオープン
キャンパス「ふれてサイエンス&てくてくテクノロ
ジー」を開催します。楽しい理科実験や最先端の科
学技術が体験できます。是非、お越し下さい。 

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。 

本校は、厚生労働省が所管する短期大学校で、機械
加工を主体とする生産技術科と電子技術と情報技術
を融合した電子情報技術科の訓練を実施しています。 

赤外光を使って、指で脈を測る簡単な 
装置を組み立てます。完成品はお持ち 
帰りなので、ご家庭でも楽しめます。 

紙コップで虹色スコープを 

作ろう。虹が見えるよ！ 

○光で測る脈拍計をつくろう！ 

○古代の鏡を輝かせよう！どなたでも参加可 
○ロボコン全国大会出場「夢ロボ二世」号の展示 
○楽しく英語を学べるソフトウェアの展示 
○競技用ライントレーサ試走展示 
 

○学校紹介 

○進学・個別相談コーナー 

○パンフレット配布 

○ダーツでピカリンコの製作 

○メカダービーの製作 

○親子でつくろうソーラーカー 

○テーブルタップを作ってみよう 
○これで君も陶芸家！ろくろ体験 
○各校紹介、パンフレット配布ほか 

相撲ロボットデモ大会 
高等学校ロボット競技大会も行います。 

○ペーパークラフト�
※整理券なしでOK!

○音で光る！�
イルミネーション�

○ブレスレット�
　　の製作�

★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 

ビニールロープで 

足にやさしいぞうりを 

作ろう。 

日時 10月2日（日）9：50～15：00　会場 石川県産業展示館３号館 


