
　
　平成20年12月に発行しました『パレット（ｖｏｌ.１１）』で、「ご家庭でのイン
ターネットや携帯電話を使う際の約束事」などを募集したところ、たくさんの
お便り、ご意見が届きました。みなさんのご家庭でも参考にしてください！

　自然の中で家族や友人とのふれあいを深めてみませんか。
　野外炊飯やレクリエーションゲームをはじめ、マスつかみ、キャ
ンプファイヤー、アウトドアクッキング、海釣りなど楽しいメニュー
がいっぱいです。家族とともにスポーツ教室・アウトドア行事に参
加して、素敵な思い出を作ってください。

「親子ふれあいキャッチボール教室」
キャッチボールの基本を楽しく学ぼう！

講師は、中日ドラゴンズOBのあの人たち・・・！
平成21年9月26日（土）
愛知県一宮総合運動場
平成21年7月27日（月）
～8月10日（月）
100組
小学生とその保護者
１組　500円

㈶愛知県教育・スポーツ振興財団
〒460-0007 名古屋市中区新栄1-49-10
☎052-241-9101 fax.052-241-9103
http://www.aichi-kyo-spo.com/

「親子初心者つり教室」
親子で、初めての海釣りにチャレンジ＆
釣った魚を食べてみよう！

平成21年9月5日（土）～9月6日（日）＜1泊2日＞
愛知県美浜少年自然の家
平成21年7月23日（木）
～8月5日（水）
40家族（130人）
小学生以上の子供とその家族
大人（高校生以上）4,700円
中学生以下 4,000円

美浜少年自然の家
〒470‐3236 知多郡美浜町大字小野浦字宮後1‐1
☎0569-88-5577
http://www6.ocn.ne.jp/̃mihama/

「夏だ 旭だ アウトドアいっぱい」
高原のさわやかな空気の中で
おいしいアウトドアクッキング
夏だ！ 祭りだ！ 楽しい屋台店体験

平成21年8月15日（土）～8月16日（日）＜1泊2日＞
旭高原少年自然の家
平成21年7月13日（月）
～7月26日（日）
200名
家族
大人4,900円　
中学生以下4,200円

旭高原少年自然の家
〒444-2893 豊田市小滝野町坂38-25
☎0565-68-3200 fax.0565-68-3203
http://www6.ocn.ne.jp/̃ashkogen/

「親子でアウトドアしよう！ ２ＤＡＹキャンプ」

平成21年9月19日（土）～20日（日）＜1泊2日＞
愛知県野外教育センター
平成21年8月10日（月）～8月25日（火）
80名（20家族程度）
3歳以上の子どもとその家族
大人（高校生以上）4,200円　
子ども（中学生以下）3,500円　　　
※1日目夕食、2日目朝食代金を
含みます。（1泊2日2食）

　　　　　　 愛知県野外教育センター　　
〒444-3432 岡崎市千万町町字大平田17-5　　
☎0564-83-2221 fax.0564-83-2222
http://homepage3.nifty.com/yagaicenter

「親子でマスつかみしよう！ 夏の林間学校」

パート1／平成21年8月12日（水）～13日（木）＜1泊2日＞
パート2／平成21年8月13日（木）～14日（金）＜1泊2日＞
愛知県野外教育センター
平成21年7月1日（水）～7月8日（水）
各144名（36家族程度）
3歳以上の子どもとその家族
大人（高校生以上）5,200円　
子ども（中学生以下）4,500円　　　
※1日目夕食から2日目昼食まで
の食事代金を含みます。

　　　　　　 愛知県野外教育センター　　
〒444-3432 岡崎市千万町町字大平田17-5　　
☎0564-83-2221 fax.0564-83-2222
http://homepage3.nifty.com/yagaicenter

「夏休み子ども武道体験」
日本古来の武道を体験しよう。
柔道・剣道・なぎなた・弓道をとおして、
礼節を重んじる態度を身につけます。
１日１武道で４武道制覇だ。

平成21年7月28日（火）～8月1日（土）
愛知県武道館
平成21年7月2日（木）～7月23日（木）先着順
各日24名
柔道・剣道・なぎなたは小中学生。
弓道は中学生。
（保護者の同意を得ている者）
１日１種目１回400円

　　　　　　 愛知県武道館　　
〒455-0078 名古屋市港区丸池町1-1-4　　
☎052-654-8541 fax.052-654-8540
http://www.aichi-budoukan.com

　阪神・淡路大震災で亡くなった方の約8割が倒壊家屋や家具
の下敷きによるものでした。このような被害を防ぐためには、住宅
の耐震化や家具の転倒防止が重要です。
　そこで小学生から耐震化につ
いて学習するため、建築士によ
る防災の出前講座を行っていま
す。この講座では、家の耐震化
や家具の転倒防止の重要性を
学びます。また、ストローとクリッ
プを使って家の模型を作り、地震に強い構造も学習します。
　皆さんが住んでいる家は、命を守る耐震の家ですか？地震は防
げませんが被害を防ぐことはできます。地震時の被害を防ぐため
に、住宅の耐震化・家具の転倒防止をしましょう！
＊昭和56年5月31日までに着工された木造住宅にお住まいの方は、市町
村が行う無料耐震診断が受けられます。また、耐震改修費用の一部補助
制度もありますので、お住まいの市町村役場へお問い合せください。

　県内の交通事故による死傷者数は、年々減少していますが、死者数は平成17年から連続して全国ワースト
1位です。ひとたび重大な事故に遭遇してしまうと、被害者・加害者双方とその家族には大きな苦しみや負担
が強いられます。基本的なルールやマナーや、自宅近くの危険箇所など、家族で交通事故の防止について話
し合ってください。

海上保安庁からのお願い
　7月下旬から8月中旬はマリンレジャー中の事故
が多発する時期です。この時期の事故の多くは遊
泳中の事故ですが、１０歳未満の子供の場合、ほと
んどの事故は保護者が目を離しているわずかな時
間に起こっています。保護者の方は、遊んでいる子
供から目を離さないようにしてください。
　また、プレジャーボートなどの小型船に乗る場合
や釣りをする場合は必ずライフジャケットを着るよう
にしてください。

●パソコンは、常に家族がいる居間などに置いています。
●パソコンを使う際には必ず声を掛け、必ず親のいる前で１人では使わ
せないようにしています。
●ネットも携帯電話も子ども用のフィルタリングを設定して、セキュリティは
最大にしています。
●ネット犯罪の怖さをきちんと話して、なぜ怪しいサイトを見てはいけない
かを教えていますが、親が正しい知識を身につけることが大切だと最近
実感しています。
●子どもに携帯は持たせていません。インターネットも契約していません。
私は子どもには、必要のない物だと思っています。働くようになってから子
どものお金で買わせればいいと思います。

●ルールは、はじめにきちんと話し合い、お互いが納得するルールを作っ
ていけると良いです。犯罪に巻き込まれてからでは遅いので、お互いの目
線でルールを決めたほうが良いと思います。
●インターネットを使ったら、使った時間だけ本を読むようにさせています。
●インターネットを使うのは、勉強・宿題が終わってからです。時間（30分）
を決め、特定のサイトのみ閲覧するようにさせています。
●携帯電話は限度額や通話時間を決めて、もし超えた場合は、お小遣い
から払うようにさせています。
●携帯電話は自分の部屋や寝室に持ち込まない、食事中は使用しない、
夜９時以降は使わせないようにさせています。

　愛知県教育委員会では、今から30年前の1979年（昭和54年）
に、国際児童年を記念して、当時の子どもたちが、夢や希望を託
して作り上げた作文や絵などを、タイムカプセルに収めて愛知青
少年公園に埋設しました。それから30年、いよいよ今年の11月20
日、タイムカプセルを開封します。

　女優石井めぐみさんによる講演やシンポジウムなど、特別支援
教育フォーラムを開催します。
　子どもたちの自立と社会参加に向けて、学校・家庭・地域が一
体となって推進する愛知の特別支援教育について、皆さんも一
緒に考えてみませんか。

問い合わせ先
愛知県教育委員会特別支援教育課　☎052-954-6792

平成21年10月７日（水）13：00～16：40
愛知県産業労働センター 2～3Ｆ 大ホール
（名古屋駅より徒歩２分）
保護者・教育関係者等、一般県民
記念講演　【講師】女優：石井 めぐみ氏
シンポジウム　シンポジスト（未定）
入場無料。ＦＡＸ事前申込。【9月4日（金）締切】
開催案内は愛知県教育委員会ホームページより
ダウンロード。

日 　 時
会 　 場
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　万引きは犯罪＝
　　　非行の初期段階です。
「万引き」はゲームではありません。
「少しだけなら…、見つからなければ…
大丈夫」などと軽い気持ちで行って
も、万引きは犯罪です。万引きは何
故いけないのか、家庭でお子さんと
一度話し合ってみましょう。

　今年度、愛知県教育委員会では、「情報モラル」の向上に努めていきます。
　そこで、携帯電話やインターネットを使うときのルールやマナーなどを標
語にして送ってください。
　標語を応募いただいた方の中から抽選で図書カード（1,000円分）をプレ
ゼントします。

応募方法
以下の事項を必ず明記のうえ、送付してください。

（1）携帯電話やインターネットを使うときのルールやマナーに関する標語  
（2）紙面に対する感想  （3）今後取り上げてほしいテーマ

（4）郵便番号、住所、氏名  （5）年齢、性別
※プレゼントの発送及び紙面向上のための資料としてのみ利用します。
なお、いただいた標語やご意見は「パレット」の紙面やホームページ
などに掲載させていただくこともありますので、ご了承ください。

締め切り
平成21年7月31日（金）※当日消印、着信有効

送付先
《郵　　送》

〒460-8534（住所不要）
教育委員会総務課総務・広報グループ（パレット担当）

《Ｆ Ａ Ｘ》052-961-3925
《Ｅメール》kyoiku-somu@pref.aichi.lg.jp（タイトルに「パレット応募」と明記）

お問合せ
教育委員会総務課総務・広報グループ 052-954-6757（ダイヤルイン）
※当選者の発表は、プレゼントの発送をもってかえさせていただきます。
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小型船に乗る時や釣
りをする時はライフ
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愛知県警からのお知らせ愛知県警からのお知らせ

万引きは犯罪です！！

STOP 万引き！

あなたもスポーツにチャレンジしてみませんか。あなたもスポーツにチャレンジしてみませんか。
スポーツに親しみ、楽しみながら健康づくり、仲間づくりができます。

交通事故防止
について

交通事故防止
について

地震に備えて地震に備えて～命を守る家の耐震～

パレットネット わが家の
携帯・ネット事情～ｖｏｌ.１１に寄せられた意見から～

携帯・ネットのルール編 携帯・ネットの使い方編

プレゼント
！
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「愛知県特別支援
教育フォーラム」の開催
「愛知県特別支援
教育フォーラム」の開催

３０年前のタイムカプセル
いよいよ開けるよ！！

３０年前のタイムカプセル
いよいよ開けるよ！！

標語を作って応募して 
図書カードをもらっちゃおう！

「ケータイ持つときのルール・マナー」標語を募集します！


