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ものづくりサマーキャンプ２０１６

概
要
市内の高校生を対象とした工業見学ツアー，加工体験実習を実施する。
（趣旨・日時・
場 所 ・ 内 容 等 を ・目的
記 入 す る こ と 。） 新卒者の職業意識の醸成や地元企業や産業に対する理解を深め，雇用の
マッチングを促して早期離職の防止と雇用確保につなげることを目的
とする。
・工業見学
日程：第１回 ７月２６日（火） １９名
第２回 ８月 １日（月） １２名
場所：別紙【工業見学スケジュール】のとおり
・加工体験実習
日程：第１回７月２７日（水）～７月２９日（金）
機械コース３名
木工コース８名
第２回８月 ２日（火）～８月 ５日（金）
木工コース６名
※いずれも午前９時～午後５時まで
場所：（１）機械コース 旭川市工業技術センター
※第１回のみの開催
（２）木工コース 旭川市工芸センター
添付資料

報道（取材）に当
たってのお願い

備

考

有

・

無

資料１

工業見学スケジュール

資料２

チラシ

サマーキャンプ2016 工場見学スケジュール（第１週目）

7月2６日（火）
時間帯

マイクロ１台 １０名（永山周り） ※借上

9:00 市役所本庁舎前出発

時間帯

ワゴン２台 ９名（東旭川周り） ※車両

9:00 市役所本庁舎前出発

9:20 ササキ工芸到着（旭川市永山14条3丁目4番10号）
10:20 ササキ工芸出発

9:30 吉峰鉄工着（旭川市東旭川町上兵村142番地）
10:30 吉峰鉄工発

10:35 アルフレックスジャパン到着（旭川市工業団地1条1丁目2番15）
11:35 アルフレックスジャパン出発

10:35 アルフレックスジャパン到着（旭川市工業団地1条1丁目2番15）
11:35 アルフレックスジャパン出発

12:00 昼休み（旭川市家具センター）
13:00 発

12:00 昼休み（旭川市家具センター）
13:00 発

13:20 媚山鉄工着（旭川市東旭川北3条6丁目5−10）
14:20 媚山鉄工発

13:25 エフイー着（旭川市工業団地3条2丁目2番27号）
14:25 エフイー発

14:20 吉峰鉄工着（旭川市東旭川町上兵村142番地）
15:20 吉峰鉄工発

14:30 媚山鉄工着（旭川市東旭川北3条6丁目5−10）
15:30 媚山鉄工発

15:25 エフイー着（旭川市工業団地3条2丁目2番27号）
16:25 エフイー発

15:40 ササキ工芸到着（旭川市永山14条3丁目4番10号）
16:40 ササキ工芸発

17:00 市役所本庁舎前 解散

17:00 市役所本庁舎前 解散

サマーキャンプ2016 スケジュール（第２週目）

8月1日（月）
時間帯

マイクロ１台 １２名（東鷹栖周り） ※借上

9:00 市役所本庁舎前出発

9:40 松田鉄工着（上川郡鷹栖町7線10号）
10:40 松田鉄工発

11:00 コサイン着（旭川市永山北3条6丁目2-26）
12:10 コサイン発

12:20 昼休み（旭川家具センター）
13:20 発

13:30 カンディハウス着（旭川市永山北2条6丁目）
14:30 カンディハウス発

15:00 エフイー着（旭川市工業団地3条2丁目2番27号）
16:00 エフイー発

16:30 市役所本庁舎前 解散

ものづくりサマーキャンプ 016
2
参加費
無

参加者募集！

料

旭川市では、 地域のものづくり企業の活動を知ってもらうため、 市内の高校生を対象に、 製作の
一連の過程を体験できる 「ものづくりサマーキャンプ 加工体験実習」 を実施します。 普段はあまり
見ることができない工場の見学、 製品の製造体験、 経営者等の話が聞ける絶好の機会ですので
ぜひご参加ください。
なお、 工場見学のみの 「工場見学ツアー （１日間）」 も同時開催いたします！！

◆加工体験実習
【開催期間】 第１回 ： 平成２８年７月２６日 （火）
～７月２９日 （金）
又は
第２回 ： 平成２８年８月 １日 （月）
～８月 ５日 （金）
【体験分野】 機械コースか木工コースのどちらか
【体験内容】 ① 初日 ： 工場見学
② ２～５日目 ： 体験実習、 交流会

マイコン式ラジコンカー
又は 卓上 LED ライト

道具箱

【募集人数】 各回 ・ 各コースとも５名
※定員になり次第、 締め切ります。

◆工場見学ツアー
【開催期間】 第１回 ： 平成２８年７月２５日 （月）
又は
第２回 ： 平成２８年８月 １日 （月）
【見 学 先】 機械金属加工及び家具製造業の計５社
（㈱エフ ・ イー、 媚山鉄工㈱、 松田鉄工㈱、 吉峰鉄工㈱、
㈱コサイン、 旭川家具センター、 ㈱カンディハウス、
㈱ササキ工芸、 ㈱アルフレックス）
※参加日によって、 見学先企業が異なります。

【募集人数】 各回３０名

※定員になり次第、 締め切ります。

【募集期間】 平成２８年６月１３日 （月） から平成２８年７月６日 （水） 午後４時まで
【申込方法】 所定の 「参加申込書」 に必要事項を記入の上、 FAX または e-mail にてお申し込みください。
【問 合 先】 機械コース ： 旭川市工業技術センター （TEL ： ０１６６-３６-３１１１ FAX ： ０１６６-３６-４４６１）
木工コース ： 旭川市工芸センター

（TEL ： ０１６６-６６-１７７0 FAX ： ０１６６-６６-１７７６）

【申 込 先】 旭川市工芸センター Ｆ Ａ Ｘ ： ０１６６-６６-１７７６ Ｅ-mail ： kougeicenter@city.asahikawa.hokkaido.jp
【そ の 他】 詳細については、 別紙リーフレットを御覧ください。

