職業訓練校生徒作品展’19 & 匠の技展
17 江戸川校・台東分校

都立城東職業能力開発センター

都庁方面

15 東京洋服技能士会

技能士会

14

都立校

展示 紳士服注文洋服世界大会などの出品作品

展示

東京建築高等職業訓練校

6

認定校

かやぶき屋根の小屋組
1，2 年生実技訓練課題数点

体験 洋服裁縫全般（無料・随時受付）

13 東京都板金高等職業訓練校
展示

都立校 木工製品販売について

16 東京内装仕上技能士会

今回は、抽選で販売致します。
(先着による販売ではございません。なお、10 日・11 日それぞれで
販売対象の製品が異なります。)

応募は、両日 10：00～12：30
当選発表 両日 13：00～
※当選者は当日 14 時迄に支払いを完了させてください。

体験
即売

技能士会

ミニランプシェード・かけ時計

熟練技能者および訓練校生徒の作品
ステンレスバケツ・銅製水差し、六角花瓶等

体験 ミニちり取り・木の葉作り

（無料・定員各 2～3 名・随時受付・終日）

実演
即売

実演 銅製・黄銅製折鶴・亀（随時）

アンティーク図面、インテリア小物等

即売

（300 円~）

銅製水差し、ステンレスバケツ、銅製・黄銅
製靴べら・茶さじ等(500 円～)

ステージ

ふとんの製作

高年齢者校・板橋校・赤羽校

日本ﾌｧｯｼｮﾝｸﾘｴｰﾀｰ協会

野菜のむきもの

14：30～15：30

すみ木・たる木の組立と
銅一文字葺きの実演と解説

16：00～17：00 椅子張りの工法

東京都日本調理技能士会
東京建築高等職業訓練校
東京都板金高等職業訓練校

立体形成の製作 東京都椅子張り技能士会

技能士会

8

即売

東京製本高等技術専門校

認定校

即売 上製本・和本・雑記帳等（100 円～）

袋、浴衣、腰紐、肌襦袢、小座布団、半幅帯等

9

認定校

全日本みやうち着付士職業訓練校

展示 振袖、留袖

（無料・随時受付・終日・定員 6～7 名）

ゆかた・おしゃれ着の着方と半幅帯
体験 ・名古屋帯の結び方

草履・ペンケース・コースター等の
即売 い草製品、畳縁小物入れ等

即売

2

都立多摩職業能力開発センター

八王子校・府中校

都立校

モデルカー、ミニクーパー、オーロラ、ランプシェー
ドタイプスクエア、NC 工作機械による将棋駒、レスキ
展示
ューロボット、ラジコンサッカーゲーム、シブウェイ
（電動立ち乗り車）、電話中継端子台、自動火災装置等

都立校

ステンレス製傘立て、製菓・製パン用型、平屋建専用
展示 住宅設計課題、飾りパン東京の江戸・下町風景

11 東京表具内装職業訓練校

（無料・各日 20 名位 10 時～15 時随時受付）

10

認定校

東京都日本調理技能士会

展示 季節の会席料理・野菜の剥き物

体験 しおり製作

体験 野菜を使った剥き物と切り形

(無料・定員 1 回 3 名 10 時～16 時随時受付)

（無料・随時受付・定員あり・所要 15～20 分）
）

からくり屏風（1,600 円～）
表装用の紙（100 円～）

実演 野菜を使った剥き物（随時）

体験

ピープルビューティーアカデミー
デザインカラーカット
デザインアップスタイル

体験

ハンドマッサージ（300 円）
ジェルネイル
（500 円）

1

東京建具高等職業訓練校

認定校

認定校

組子コースターづくり
体験

(500 円・800 円・随時受付・定員 80 名・所要 15～
30 分)

組子コースター・ミニ障子・ティッシュ
ケース（組子文様）等（1,300 円～）

技能士会

展示 掛軸、屏風、額、半襖等

即売

京王線方面

出展団体のご案内

21 東京障害者職業能力開発校

コート、ワンピース、ジャケット
等（3,000 円～）

展示

即売

20

技能士会

展示 フォーマルドレス

（300~3,000 円）

（100 円～1,550 円）

日本洋裁技能士会

認定校

体験 花瓶敷き（ミニゴザ）作り

都立職業能力開発センター・校の紹介
入校相談等

コート、ジャケット、スーツ、パンツ
スカート、ブラウス等（3,000 円～）

体験 和本づくり

展示 新畳、花瓶敷

22 東京都産業労働局雇用就業部

技能士会

（300 円、定員 30 名）

（300～500 円・定員あり・随時受付・終日）

展示 上製本・ハードカバー、和綴じ製本

東京都日本調理技能士会

12 東京都畳高等職業訓練校

東京都洋裁技能士会

体験 ティッシュケース

あづま袋

（300 円・定員４名・随時受付）

都立校

4

3

11 日
野菜のむきもの

展示 リング、ペンダント、ネックレス等
即売 （10,000~300,000 円）

展示 イブニングドレス、ワンピース等

14：00～15：00 二部式きものと切らないつくり帯 東京都和裁技能士会

2019 年カレンダー、着物、ピンワーク、自動車補修塗
展示 装教材、内照明式スタンドサイン、木造住宅の設計、
フラッシュザウルス等
即売

12：30～13：30

12：30～13：30

展示 家具木工製品 【木工製品の販売は別ブースにて実施】
即売 （腰掛、書棚、小引出し、茶箪笥）
都立中央・城北職業能力開発センター

東京都寝具技能士会

10 時～16 時
※切り込みしたところに地金を入れる

手彫りゴム落款印、印泥（朱肉）、篆刻
台、匠の手書き一字書等（2,500 円～）

スーツ、ワンピース、ブラウス
即売
チュニック等（3,000 円～）

ステージ

都立校

体験 各種髪ゴム作り体験
（無料・13 時 15 分～受付・13 時 30 分～実施・定員 5 名）

19

～名工の技の実演が見られます～

10 日

バイクタンク、デザインボード、ハンドサッカー投てき補助
展示 スタンド、スピーカ、射出成形金型（将棋の駒）、立体 POP、
LED 行灯ボックス、ペイントボード等

（随時）

体験

10：30～11：30

18 大田校

マイスターによる手彫りゴム印の実演

実演

ぞうがん

切り嵌め 象 嵌

総 合 案 内
裏面のアンケートにご記入の上
こちらへお持ちいただきますと
粗品を差し上げます

の参加申込は、各ブースへ直接お申し出下さい。

JR 線方面

認定校

東京都職業能力開発協会会員の民間の職業訓練校（認定職業訓練校）のブースです。校ごとに出展しています。

※

都立校

東京都立の職業訓練校（職業能力開発センター・校）のブースです。地域センターごとに出展しています。

※ レイアウト・出展内容等は、変更となる場合がございます。

技能士会

東京都技能士会連合会会員のプロの職人で作る団体（技能士会）のブースです。技能士会ごとに出展しています。

※裏面のアンケートにご記入の上、総合案内までお持ちいただいた方に、粗品を差し上げます。
なお、数に限りがございますので、品切れの節は御容赦下さい。

ロータリー

抽選にかからなかった製品につきましては、
10 日は 15:30 まで
11 日は 15:00 まで適宜販売致します。

は

展示 婦人服

（14 時迄にお支払いいただけない場合、当選は無効となります。）

技能士会

（500 円・定員 30 名）

験～（1,500 円・定員 60 名・所要約 60 分

7

(ランプ 600 円・時計 800 円・10 時～16 時随時受付)

東京貴金属技能士会

～名前の 1 文字か好きな文字 1 字を彫刻体
随時受付・10 日終日・11 日 10 時～15 時受付）

認定校

5

体験 動物形の切り抜きストラップ作り

石のオリジナルはんこづくり
体験

即売 ネクタイ、ベルト等（1,080 円~）

技能士会

展示 熟練技能士並びにマイスターの作品

実演 熟練技能士による紳士服注文洋服の製作

展示 家具木工製品【木工製品の販売は別ブースにて実施】
即売 （腰掛、小引出し、ローボード）

都立城南職業能力開発センター

東京都印章技能士会

都庁ゆき バスのりば

デザインボックス、角抜きプレス金型、ゲーム機
展示
（メカトロニクス科作品）、紳士・婦人靴等

会場のご案内

