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発行：職業訓練法人 遠野職業訓練協会  総務委員会

10月 8 日（土）・9 日（日）に「第 18 回とおの技能まつり」が「蔵の道ひろば」
にて開催されました。会員の皆様には、お忙しい中、まな板・万能台・

椅子などの木工品、紳士用スラックス、布地を格安で出品いただきました。天候
はあいにくの雨でしたが、訪れたお客様は満足したお買いものをしていました。
例年大好評で毎年この日を待っている方もいる刃物研ぎは、訓練生とベテランの
職人の皆さんが111丁の包丁を丁寧に研ぎあげました。平成29年1月6日（金）
に照井会長、金濱副会長、木造建築科訓練生 3 名（若年者技能競技会入賞者）
が遠野市長を訪問。日々の訓練の成果を報告するとともに、刃物研ぎの収益金
33，700 円を遠野市に寄付をしました。本田市長からはお礼と訓練生に対し激励の言葉をいただきました。

若い世代に物づくりの楽しさと建設業の素晴らしさをアピールす
る取り組みとして、木工体験とミニ上棟式を行いました。木工体
験では、「スライド式本棚・腰かけ椅子・巣箱」の中から作品を選び、
現役の職人が道具の使い方などを教えながら参加者と一緒に作
りました。また、ミニ上棟式は訓練生が一から部材を加工し、当
日は、棟上げまでの骨組み作りと上棟式を再現し、近年はあまり
聞かれなくなった「地固め」を披露し会場を盛り上げました。

11月 8 日（火）に岩手県内の訓練生会が集まり技術を競
う、岩手県若年者技能競技会が岩手県産業文化センター

にて行われました。当校からは木造建築科 1 年 2 名、2 年 2 名、
3 年 3 名、配管科 1 年 1 名、2 年 1 名の計 9 名が参加しました。
当日の会場には、総勢 223 名（7 科）が参加し日々の訓練成
果を競い合い、当校からは3名が入賞になる結果となりました。

木造建築科2年の部 銀賞 菊池 昌迪さん ㈱建築工房コーシン所属
木造建築科3年の部 銅賞 鈴木 遼平さん 新田建築所属
配管科1年の部 銅賞 白岩 隆範さん ㈲菊栄工務店所属

木造建築科1年の部 銀賞 菊池 典子さん ㈱建築工房コーシン所属
木造建築科2年の部 金賞 菊池 昌迪さん ㈱建築工房コーシン所属

銀賞 高橋 　錬さん ㈱芳巧社所属
木造建築科3年の部 金賞 鈴木 瞭平さん 新田建築所属

銀賞 菊池 和也さん 新栄工務店所属
配管科1年の部 銀賞 白岩 隆範さん ㈲菊栄工務店所属
配管科2年の部 金賞 菊池 飛鳥さん サン・エンジニアリング所属

10月7日に遠野高等職業訓練校校内技能競技会を行っています。

第18回とおの技能まつり

岩手県若年者技能競技会

木造建築科 3年課程 配管科 2年課程

募集訓練科

遠野高等職業訓練校は、技能者を育てたいと考えている事業所の皆さまを応援します。建設業
では若い世代の入職者が減少しています。後世に技能や技術を繋いでいくことはとても大切

なことです。技能者を育てたいと考えている事業主の皆さま、是非、従業員の育成をご検討ください。
当校の訓練では、同じ道を目指す仲間と共に専門的知識や技能を学び、幅広い適用力、適応力
を養います。また、修了した際には技能検定や職業訓練指導員免許取得時に、学科免除や実務
経験年数が短縮されるなどの特典もあります。

当協会では、多職種に対し各種講習会・研修会を計画し実施しています。「こういった研修がしたい」
「従業員にとらせたい資格がある」など要望がありましたらお気軽にご相談ください。

いつも当協会には、多大なるご協力とご厚情を賜りまして、誠にありがとうございます。
2017年も、どうぞよろしくお願い申し上げます。

平成29年度 長期訓練生募集

短期訓練・一般講習について

短期訓練生も募集中！今からすぐ受講できます！

職業訓練法人 遠野職業訓練協会講習・労務のことなど、
お気軽にお問合せ下さい。

〒028-0502 岩手県遠野市青笹町中沢8-1-8  TEL.0198-62-6310 FAX.0198-62-6366
〔E-mail〕info-tonovts@tono-vts.ac.jp 【URL】http://www.tono-vts.ac.jp

遠野　訓練ぜひホームページもご覧ください▶

刃物研ぎや
木工体験の様子▶︎

ミニ上棟式▲

開催日 講習内容 受講料（税込）

1月31日（火）・2月7日（火） イラストレーター基礎講座　※定員に達しました 10,800円

2月1日（水）・8日（水） パソコン初級講座 3,240円

2月3日（金）・6日（月） アクセス基礎講座 6,480円

2月10日（金）・17日（金） フォトショップ入門講座 10,800円

2月13日（月）・14日（火） エクセル数式・関数テクニック講座 6,480円

2月14日（火）・15日（水） 職長・安全衛生責任者教育（建設業対象） 11,124円

2月15日（水）・22日（水） エクセル初級講座 3,240円

2月21日（火）・28日（火） イラストレーター応用講座　※定員に達しました 10,800円

2月23日（木）・24日（金） 職長教育（建設業種以外） 11,124円

2月27日（月）・28日（火） 発達障がいが疑われる職員に対する対応法とメンタル不全が疑われる
職員への最初の対応及び職場内対応 8,640円

3月1日（水）・2日（木）・3日（金） フォトショップ集中講座 10,800円

3月7日（火）・8日（水） 新入社員対象2年目ステップアップ  先輩としてのマナーアップ講座 8,640円
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当 協 会 の 役 員 を
10 年以上在職し、
職業訓練の普及、
振興、発展に寄与
した功績。

遠野地区技能士会の
運営に尽力いただい
ている功績。

永年にわたり職業訓練の振興に寄与し、建設職
人の福利厚生と健全な地位獲得のため遠野建設
組合を発足し職人が安心して働く環境整備をし
た。また、公共施設でのボランティア活動や地域
活動を積極的に実施し社会貢献に尽力した功績。

1ソフトボール大会
8 月 21 日（日）に「第 28 回優勝旗並びに遠野市長杯争奪支
会対抗ソフトボール大会」が綾織地区センターグラウンドで
行われました。当日は、天候にも恵まれ 8 支会（7 支会と 1
合同支会）で交流を図りながら勝敗を競い、競技終了後には
カレーライスが振る舞われました。結果は次のとおりです。
優勝 遠野支会　準優勝 青笹支会　3 位 綾織支会
最優秀選手賞 菊池 正寛 氏　敢闘賞 菊池 優太 氏

2グラウンドゴルフ大会
10 月 30 日（日）に「第 7 回遠野職業訓
練協会員親睦グラウンドゴルフ大会」が早
瀬河川緑地公園河川敷グラウンドゴルフ場
で行われました。当日は、会員 24 名と事
務局 4 名が参加し、5 グループで 8 ホールを 2 回周り順位を
競いました。競技中は、笑い声が絶えず、参加した会員同士
親睦しながらプレーを楽しみました。結果は次のとおりです。
優勝 菊池 昭男 氏（宮守支会）　準優勝 菊池 清正 氏（附馬牛支会）

ブービー賞 菊池 春雄 氏（小友支会）

3会員親睦視察研修
11 月 29 日（火）・30 日（水）に「岩手県技
能士大会」と抱き合せで「訓練協会会員視察研
修」を開催しました。会員 11 名が参加し、大
野キャンパス（九戸郡洋野町）、御所野縄文遺跡・
旧朴舘家住宅（二戸郡一戸町）を視察しました。

11月 25 日（金）に釜石公共職業安定所で労働災害防止団体等担当者会議が行われました。釜石労働
基準監督署から「管内の労働災害は昨年同月比では減少しているが、建設業に関しては倍の数字

になっている。」とお話がありました。平成 28 年 12 月 1 日から平成 29 年 1 月 31 日は「いわて年末年
始無災害運動月間」となっています。特にも冬季特有の積雪・凍結による転倒災害、墜落災害に注意して
無災害運動に取り組みましょう。

スローガン「安全・安心・家族の笑顔　願いはひとつ　年末年始も無災害」
遠野地区木造建築工事等労働災害防止協議会では、
11 月 16 日（水）に市内の木造建築工事現場 3 箇
所を会員と釜石労働基準監督署、遠野地区土木セ
ンター、遠野市都市計画課の皆さんとともにパト
ロールを実施しました。今回のパトロールでは、
足場の管理、表示板の記載内容等に指摘がありま
した。安心安全な建築現場に取り組みましょう。

表彰関係

表彰された皆様、誠におめでとうございます
会員親睦事業

平成28年度いわて年末年始無災害運動

第48回東北職業能力開発促進大会 第58回岩手県職業能力開発促進大会

平成28年度岩手県技能士大会

表彰内容

表彰内容

表彰内容

東北職業能力開発協議会長表彰 平成28年度認定職業訓練功労者表彰

岩手県技能士会長表彰者

訓練功労者

菊池 正克 氏

菊池 岩男 氏

平成28年度遠野市市勢振興功労者表彰

平成28年度遠野市市勢振興功労者

表彰者

小松 喜一 氏

当協会の発展と振興に
寄与した功績。また、
木造建築科指導員とし
て尽力し、多くの技能
士を育て上げた功績。

表彰内容

岩手県知事表彰者
照井 文雄 氏

配管科設置当初から指
導員を務め、人材育成
と技能資格取得に多大
な貢献をした功績。

表彰内容

認定職業功労者表彰者
渡邊 善弘 氏

従業員に対する技能習
得支援を行っており、人材
育成と技能資格取得に
多大な貢献をした功績。

表彰内容

認定職業功労者表彰事業所
岩手アパレル株式会社

▲優勝の遠野支会

旧朴舘家住宅

ご参加
　ありがとう
　　ございました！


