
令和 2 年度 活動報告 

 新型コロナウイルス感染症が世界的拡散され、今年の「ものづくりフェア長野」の開催

は集合型ではなく、ＷＥＢ動画配信による参加となりました。 

 初めての試みとあり、しかも５分間と限られた動画の中で、何をどのように伝えること

が出来るのか、役員会でも慎重に検討されましたが１０年続く事業でもあり参加すること

に決めました。 

 9 月 19 日、長野県職業能力開発協会技能振興センター様のご協力のもと、松本テレビ 

さんのスタジオで“ゆめいろらんぷ”親子工作の動画撮影を行いました。2 時間近くに及ん 

だ撮影でしたが、編集で上手にまとめていただき 5 分間の動画に収めることが出来まし 

た。指定された動画時間が短く業界 PRが不十分だったのは反省点ですが、諸先輩方が築 

き上げてこられた事業を継続することが出来、今後も参加したいと思います。 

 来年は、コロナが収束し、子供達と一緒に出来ることを願っております。 

 

【開 催 日】令和 2 年１1 月 1 日～30 日  ＷＥＢ動画配信 

【体験内容】LED 親子工作教室（LED ランプ） 

【申込人数】125 組の親子    【体験人数】抽選で 50 組の親子 

 

動画撮影のスタジオ風景            プロから丁寧な撮影指導 

   １つ１つのコマを少しずつ撮影          ２時間かけて完成！撮影終了 

 



令和元年度 活動報告 

 今年も長野県職業能力開発協会技能振興センター主催の「ものづくりフェア長野」に親

子でんき工作教室を出展させていただきました。天候に恵まれ、多くのご家族が来場 

過去２年連続で用意した工作キットが即終了したため、今年は数を 60 組分に増やしま

した。まずは、電気工事の仕事内容を紹介した後、豆電球ライト＆テスターを組み立てま

す。完成すると身近な物を使いテスターを通して電球がつくか実験してもらいました。実

験を通して、電気の素晴らしさ、ものづくりの楽しさや技能のすばらしさ、働くことの魅

力について、理解を深める機会となりました。 

 

【開 催 日】令和元年１1 月 2 日（土）  来場者 2,300 名 

【開催場所】長野県松本技術専門校 ふれあい技能センター（松本市） 

【体験内容】親子でんき工作教室（豆電球ライト＆テスター） 

【参加人数】60 組の親子 

 

 電気工事の仕事紹介、待ちきれない様子       親子で協力して完成を目指します 

 

難しいところは会員が丁寧にサポート       大成功の記念撮影は流行のハカのポーズ 

 



平成 30 年度 活動報告 

 今年も長野県職業能力開発協会技能振興センター主催の「ものづくりフェア長野」に

LED 親子工作教室を出展させていただきました。 

昨年、20 組分用意したランタンが即終了の大人気ぶりのため、今年は倍の 40 組分を用

意しておりました。まずは、電気工事の仕事内容や創エネ・蓄エネ・省エネについて学ん

だ後に、青年部役員８名が対応してＬＥＤソーラーライトを組み立てて太陽光パネルで電

気を作り、蓄電池で電気を蓄え、ＬＥＤで電気を点灯させる仕組みを知っていただき、も

のづくりの楽しさや技能のすばらしさ、働くことの魅力について、理解を深める機会とな

りました。 

大成功の体験工作でしたが、希望者が殺到し 100 組を超えてお断りする事態に。ご希望

に添えられなかった皆さま、申し訳ございませんでした。 

 

【開 催 日】平成 30 年１0 月 27 日（土）  来場者 2,500 名 

【開催場所】長野県松本技術専門校 ふれあい技能センター（松本市） 

【体験内容】LED 親子工作教室（ＬＥＤソーラーライト） 

【参加人数】40 組の親子 

 

 

 

 

受付は希望者が殺到し行列に       映像で電気工事を知ってもらいました 

 

 

 

 

 

親御さんも真剣に見守ります           道具も上手に使えたよ！ 

 



平成２9 年度 活動報告 

 今年は２年振りに長野県職業能力開発協会技能振興センター主催の「ものづくりフェア

長野」に出展させていただきました。昨年は開催日程が合わず出店できませんでした。 

今回は大人気企画の高所作業車親子乗車体験ではなく、LED 親子工作教室を実施いたし

ました。電気工事の内容や LED の基礎について学んだ後、LED ランタンを作成しました。

骨組みに飾り付けをした和紙を貼り、２つの LED が組合わせて色鮮やかなランタンが完

成すると、子供たちは世界に１つしかない自分だけのランタンを嬉しそうに眺めていまし

た。体験を通じて、ものづくりの楽しさや技能の素晴らしさ、働くことの魅力について理

解を深めていただく機会となりました。 

 

【開 催 日】平成２9 年１1 月 3 日（金）  来場者 2,800 名 

【開催場所】長野県松本技術専門校 ふれあい技能センター（松本市） 

【体験内容】LED 親子工作教室（LED ランタン） 

【参加人数】20 組の親子 

 

まずは電気や LED について知ってもらいます    親子で仲良く！会員も優しくサポート 

 

ランプがついて可愛く完成しました(^_-)-☆    ２０組分のランプは、あっという間に終了 

 



平成２7 年度 活動報告 

 今年も長野県職業能力開発協会技能振興センター主催の「ものづくりフェア長野」に出

展させていただきました。過去２年間は天候に恵まれませんでしたが、当日は秋晴れとな

り大勢の親子連れで会場は大いに賑わいました。 

今回も高所作業車親子乗車体験を実施いたしましたが、一般の方では体験することので

きない電気工事の高さを体験して頂くことで、電気工事業工業組合青年部会員の仕事や活

動を知ってもらい、更には参加した子ども達が将来の職業として電気工事について興味を

持つ良い機会となりました。 

 

【開 催 日】平成２7 年１1 月 1 日（日）  来場者 2,418 名 

【開催場所】長野県松本技術専門校 ふれあい技能センター（松本市） 

【体験内容】高所作業車 親子乗車体験 

【参加人数】49 組 116 名 

 

今年は可愛いキリンの高所作業車です     首の長いキリンを目指して行列ができました 

 

  

 

 

 

 

キリンの乗り物に上がる前からテンションも↑ 

                        圧倒的な高さと可愛さで大人気でした 



平成２6 年度 活動報告 

 昨年に続き、長野県職業能力開発協会技能振興センター主催の「ものづくりフェア長野」

に高所作業車親子乗車体験で出展させていただきました。三連休の中日であり、前日の雨

は止みましたが朝からの強風という悪条件の中、集まっていただけるか心配でしたが、昨

年を上回る 86 組の親子皆さんに体験していただくことができました。 

また、今回新たな試みとして、来場者の方に高度な技能を有する熟練技能士が技術を披

露する“製作実演”が企画されました。電気工事業界を代表して、松島電気工事(株)の北川さ

んが、住宅の配線配管工事を披露してくれました。予定時間を 30 分短縮する 2 時間 30 分

で見事に仕上げ、見学していた来場者皆さんが技術レベルの高さに驚いていました。また、

松島電気工事(株)の中嶋社長にも準備段階からご協力いただき、誠にありがとうございま

した。 

 

【開 催 日】平成２6 年１1 月 2 日（日） 

【開催場所】長野県松本技術専門校 ふれあい技能センター（松本市） 

【体験内容】高所作業車 親子乗車体験 

【参加人数】86 組 

【製作実演】北川大樹さん（松島電気工事(株)）  演目：住宅の配電配管工事 

 

 

 

 

 

乗車体験に長い行列が絶えませんでした    大勢の見学者の前で実演を披露する北川選手 

 

 

 

 

 

 

ミリ単位のパイプ曲げもお見事の一言！！     中嶋社長と北川選手、大変お疲れ様でした 



 

平成２5 年度 活動報告 

 今年から長野県職業能力開発協会技能振興センターの主催となりました「ものづくりフ

ェア長野」にブース出展させていただきました。会場も松本市の「やまびこドーム」から

「長野県松本技術専門校ふれあい技能センター」に様変わりいたしました。 

しかし、あいにく朝から雨が降り強風と相まって、悪条件のスタートとなりました。途

中、雨が止むなどの合間を縫うように、およそ６０組の親子の皆さんに体験していただく

ことができました。寒い中参加していただきました地域親子の皆さま、また役員の皆さん

ご協力ありがとうございました。 

 

【開 催 日】平成２5 年１1 月 10 日（日） 

【開催場所】長野県松本技術専門校（松本市） 

【体験内容】高所作業車 親子乗車体験 

【参加人数】約 60 組 

 

 

 

 

 

 

 

20 の団体ブースが盛大に出展しました     当番支部の松本支部会員皆さん、お疲れ様 

 

 親子で別々に乗車し離れて記念撮影パシャ☆   親子３人で仲良く乗車、高くて怖いよぉ 

 



平成２4 年度 活動報告 

 今年も長野県建設産業団体連合会の主催する「ものづくり体験フェア」にブース出展さ

せていただきました。今年は、「技能五輪長野大会」の支援事業として位置づけられ、大会

を盛り上げるべく会場周辺には多くの業界の皆さまがブースを出展されてました。 

今回は住宅模型を使用した電気配線体験が人気で、実際に照明が点灯すると子供達が大

喜びし、「電気工事」と「ものづくり」の楽しさを伝えることができたと思います。 

 

【テ ー マ】ゲット！エレクトリック・アビリティー 

【開 催 日】平成２4 年１0 月 28 日（日） 

【開催場所】やまびこドーム（松本市） 

【体験内容】①延長コード作成（ケーブル・コンセントを使い延長コードを作成） 

      ②電気工事体験（小型の住宅模型に配線や器具付け、結線を体験し照明やイ

ンターホンを使えるようにする） 

      ③高所作業車乗車体験 

 

子供に交じり大人の参加も多かったです      配線体験に 2 人の女子高生が飛入り参加 

 

 

 

 

 

 

今年は天候が悪く眺めもイマイチでした    技能五輪マスコット「ざわまる君」と記念に 

 



平成２3 年度 活動報告 

 昨年に引続き、業界 PR や地域の子供達との交流も兼ねて、長野県建設産業団体連合会

の主催する「ものづくり体験フェア」にブース出展させていただきました。会場には 2,000

名を超える方が来場し、多くの子供たちに電気に係る体験をしてもらうことができました。

やはり、高所作業車の人気が高く乗車待ちが絶えませんでした。電気工事体験では、実際

に照明がつくと子供たちが大喜びしてくれたのが印象的でした。子供たちとの交流を通じ

て業界 PR が出来たと感じました。 

 

【テ ー マ】目指せ」！カリスマ電気工事士！！ 

【開 催 日】平成２3 年１１月１３日（日） 

【開催場所】やまびこドーム（松本市） 

【体験内容】①延長コード作成（ケーブル・コンセントを使い延長コードを作成） 

      ②電気工事体験（小型の住宅模型に配線や器具付け、結線を体験し照明やイ

ンターホンを使えるようにする） 

      ③高所作業車乗車体験 

【参加人数】２４０名 

                       

延長コード作成、電気つくかなぁ？      住宅模型の配線に小さな女の子が挑戦☆彡                                            

 

 

 

 

 

人気の高所作業車、子供たちも笑顔(^O^)   未来の電気工事士誕生！ちょっと大きいかな                          

 



平成２2 年度 活動報告 

 

 業界 PR や地域の子供達との交流も兼ねて、長野県建設産業団体連合会の主催する「も

のづくり体験フェア」に初めてブース出展させていただきました。会場には 2,000 名を超

える方が来場し、多くの子供たちに電気に係る体験をしてもらうことができました。真剣

に時に楽しそうな子供たちの顔から、物を作ることの楽しさや重要性を再認識させられる

シーンもありました。業界 PR だけでなく、電気工事業者としての誇りを培うことができ

たと感じました。 

 

【テ ー マ】目指せ」！カリスマ電気工事士！！ 

【開 催 日】平成２２年１１月１4 日（日） 

【開催場所】やまびこドーム（松本市） 

【体験内容】①延長コード作成（ケーブル・コンセントを使い延長コードを作成） 

      ②電気工事体験（小型の住宅模型に配線や器具付け、結線を体験し照明やイ

ンターホンを使えるようにする） 

      ③高所作業車乗車体験 

 

 

 

 

 

 

アビリンピック長野 2012 プレイベントとして   延長コード作成の真剣な眼差し 

 

 

 

 

 

目指せ！カリスマ電気工事士！！体験       高所作業車２台による乗車体験は行列でした 


