
アビリンピック石川大会（障害者技能競技大会）

★10月6日（日） 9：50～15：00

石川の技能まつり石川の技能まつり
第47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）

ポケットティッシュケース製作
③プラバンアクセサリー（随時受付） ④新聞エコバッグ（各回10名）

①板金模型組立体験（各回10名） ②アームクローラー（各回10名）

パソコン/オフィス
アシスタント

喫茶サービス ビルクリーニング

金属板紅葉製作

オリジナルプレート ハンカチ友禅

宝石箱づくり 泥だんごづくり

日本料理

花飾り作り体験

組子コースター製作

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 ポリテクセンター石川

わんぱく広場　～小学生以下対象～ ステージイベント

モノづくり体験コーナー　

“技の祭典”にちなんだ簡単なクイズに

正解して景品をゲットしよう！！

クイズラリー

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！

◆ほかにも技能体験がいっぱい！

いしかわモノづくりトライアル
各種モノづくり体験ができます！ 詳しくは裏面で

●和菓子作り　●金澤貼函製作 

●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

○不思議屏風製作

○銅の飾り皿製作

●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
●太陽光パネルグッズ製作等
●プログラミング体験
●オリジナルプレートづくり等

展示コーナー

販売・相談コーナー

庭園・お茶席コーナー

美しい日本庭園！

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】

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。）

検　 索第47回石川の技能まつり
裏面もご覧ください。産業展示館4号館で同日開催！ 第41回石川の農林漁業まつり

金澤貼函製作

「日本料理」と「和裁」の技能士が、

令和に受け継がれる「和」の技能を実演解説！

和裁の花飾り作り体験も！
（令和元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、オーニングテント等の展示

・木工製品、鉢物、クッキー等の販売！

・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）

①レーザーで型抜きされた金属パーツを組み立ててバス

　を作ろう！

②障害物も楽々突破！ アームクローラーを作ろう！

③自由な色とデザインで、自分だけのアクセサリーを作ろう！

④新聞紙の紙面を活かして、おしゃれなエコバッグを作ろう！

弁当、カレーライス、うどん、飲み物などが

そろっています。

第1回10:00～開始
第2回13:00～開始

※ポリテクセンター石川1階フロアで開始30分前から受付開始！（先着順）

障害者の方々が、日頃培った技能をお互いに競い合う大会

です。

特別支援学校の生徒や、企業で働いている方の高い技術

をぜひご覧ください！☆優勝者には全国大会への道も☆

（令和元年度若年技能者人材育成支援等事業）



１０月6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：令和元年度若年技能者人材育成支援等事業）

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。）

石川工業高等専門学校石川工業高等専門学校
こども
限定！

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！

●くるくるモーターを作ろう！ 100名程度

※予定人数に達し次第終了します。

●銅板で金魚のしおりを作ろう！（小松産技校） 60名

●ポケットライトを作ってみよう！（金沢産技校） 20名

●ボルトを切って工作をしてみよう！（七尾産技校） 30名

●手作りハンドスピナーを作ろう！（能登産技校） 80名

●これで君も陶芸家！ろくろ体験（石川障能校） 80名

●レオナルド・ダ・ヴィンチの木橋を作ろう！（金沢大学）

　各回10名

●石川発の音文化をめざして世界に1つの風鈴製作体験（金沢工大）

　第1回10名（小学4年生以上）

●オリジナルキーホルダーを作ろう！（職能短大）各回10名

●電子オルゴールを作ろう！（職能短大）各回8名

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

いしかわ技の祭典いしかわ技の祭典

■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（9種目）※種目によって競技時間が異なります。

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、自ら製作したリモコン型ロボットと自立型ロボット２台で課題を

果たす競技会で、ものづくり技術・アイディア・チームワークを競う競技となっています。

　ものづくりを学ぶ高校生が製作したロボットの動きをぜひご覧ください。

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。

■印の種目では、一般投票も実施します。

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ぜひご覧ください。

　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。

※記載内容は予定であり、今後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　■電気溶接　●旋盤加工

猪狩　由生菜（いがり　ゆうな）さん

（第56回技能五輪全国大会  フラワー装飾　金賞）
★メダリスト紹介

協力：金沢大学、金沢工業大学、石川工業高等専門学校、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）

　障害者の方々が、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。ぜひご覧ください。

●ワード・プロセッサ 一般・支援学校部門

●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
授業や行事など学校生活について
詳しく教えてください！

進学情報・個別相談・学校紹介

★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

　個別相談コーナーも

　あります。

★各校のブースで先輩が

　学校の魅力を紹介！

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。

金沢大学・金沢工業大学・石川職業能力開発短期大学校金沢大学・金沢工業大学・石川職業能力開発短期大学校 整理券
方　式

こども
限定！

★整理券は1人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。

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。

第1回  10時～開始　　　第2回  11時～開始

●レオナルド・ダ・ヴィンチの木橋を作ろう！（金沢大学）

　各回10名　

●石川発の音文化をめざして世界に1つの風鈴製作体験（金沢工大）

　第3回10名（小学4年生以上）

●オリジナルキーホルダーを作ろう！（職能短大）各回10名

●電子オルゴールを作ろう！（職能短大）各回8名

整理券配布 12:50～（先着順）整理券配布窓口前でお並びください。

第3回  13時～開始　　　第4回  14時～開始

一般投票＆抽選会

～工業系教育機関が大集合！～～工業系教育機関が大集合！～

いしかわモノづくりトライアル
参加

無料

※いずれも予定人数に達し次第終了します。
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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

●

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ください。

無料シャトルバス

会場案内図


