
問合せ先

　地域に伝わる民俗芸能の奥深さを理解し、郷土を愛する気持ち
を高める機会として平成１９年度から実施していた「民俗芸能感動
体験ゆめ授業」を、今年度からは鑑賞に留まらず、体験・練習及び
発表を組み合わせた「伝統文化出張講座」として、より充実した内
容で実施します。今年度は次の４校で開催します。

います。これからは、自分を戒めて、最低限のマナーは守りつつ、
ネットを利用していこうと思います。（17歳女性）
✿思いやりのこころ、ってなかなか思ってはいても実行する・させる
には難しいことですよね。「役に立つ自分」には誰しもなりたいと思
っているはず。自然とそうなれるように私自身もですが、子供にも導
いていけたらなと頑張りたいです。（38歳女性）

みなさんのご家庭でも参考にしてください！

✿今回、「ネット社会の危険」についての記事を読んで、以前、プ
ロフィールやブログ、SNSサイトに、簡単に個人情報をさらしてい
た事を思い出し、反省しました。皆、普通にさらしていたし、個人
情報を公開することで、共通点を持ったお友達が増えていくこと
が楽しかったのですが、今考えると、怖いことをしていたなぁと思

　愛知県教育委員会では、県内の小
中学生の文化芸術活動の活性化を
図るため、小中学生と地域の文化芸
術団体との連携事業を実施していま
す。昨年度は豊川市こどもミュージカ
ルトゥインクル、大府市ユースウインド
オーケストラの小中学生が地域の文

化芸術団体から指導を受けながら、合同発表会を開催しました。

　愛知の専門学科（農業・工業・商
業・水産・家庭・看護・福祉学科）、総
合学科で学ぶ高校生が、日頃の勉
強の成果を発表するイベント「あい
ちさんフェスタ２０１１」を開催します。

　会場では、高校生が開発・製作したものを展示・販売したり、ステ
ージアトラクション体験コーナーを設けたりするなど盛りだくさんとな
っています。専門高校や総合学科に興味をもっている小中学生や
保護者のみなさん、ぜひ会場にお越しください。
【開催予定会場及び開催日】
三河会場（刈谷市総合文化センター、みなくる広場）：10月29日㈯
尾張会場（金山総合駅イベント広場、ASUNALHALL等）：11月５日㈯

　3月11日に起きた東日本大しん災は、いっしゅんにして多くのとうとい命をうばいました。決してひとごとではなく、愛知県
でも、東海地しんは「いつきてもおかしくない」と言われています。また、東南海地しんも、こんご３０年以内にやく７０％の
かくりつで起こると予そくされ、大きなひ害が出ると、心配されています。とつ然おそってくる地しんに対してどのように対し
ょするか、「ひなん場所とそこまでの行き方」「待ち合わせ場所とれんらく方法」などを家族で話し合っておきましょう。

　　　平成23年9月3日㈯～4日㈰〈１泊２日〉
　　　愛知県野外教育センター
　　　平成２3年7月22日㈮～8月5日㈮
　　　※定員を超えたときは抽選
　　　20家族　70人
　　　３歳以上の子どもとその家族
　　　大人（高校生以上）4,800円、
　　　子ども（中学生以下）4,000円

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

　　　平成23年8月13日㈯～14日㈰〈１泊２日〉
　　　愛知県旭高原少年自然の家
　　　平成23年7月11日㈪～７月２4日㈰
　　　※抽選
　　　２００人
　　　小学生以上の子どもとその家族
　　　大人（高校生以上）１人 5,500円
　　　子ども（中学生以下）１人 4,800円

愛知県旭高原少年自然の家
☎0565-68-3200 FAX.0565-68-3203
〒444-2893 豊田市小滝野町坂38番地25
http://www.hm11.aitai.ne.jp/̃asahi

　　　平成23年8月8日㈪～8月11日㈭
　　　午後１時15分～２時15分
　　　愛知県体育館
　　　平成23年7月22日㈮　10：00～
　　　※電話・FAX先着順で、
　　　　定員に達するまで受付
　　　20人　　　小学生
　　　5,000円

愛知県体育館
☎052-971-2516 FAX.052-971-9876
〒460-0032 名古屋市中区二の丸１-１
http://www.aichi-kentai.sakura.ne.jp/

　　　平成２3年9月3日㈯～９月4日㈰〈１泊２日〉
　　　愛知県美浜少年自然の家
　　　平成２3年7月20日㈬～８月3日㈬
　　　※抽選
　　　３６家族　１２０人　
　　　小学生以上の子どもとその家族
　　　大人（高校生以上）１人 4,900円　
　　　中学生以下１人 4,200円

愛知県美浜少年自然の家
☎0569-88-5577 FAX.0569-88-5385
〒470‐3236 知多郡美浜町大字小野浦字宮後1‐1
http://www6.ocn.ne.jp/̃mihama/

　愛知県教育委員会では、音楽
や美術などの芸術文化の分野で
努力し成果をあげている学校を愛
知県教育文化奨励賞として表彰
しています。昨年度は碧南市棚尾
小学校吹奏楽クラブと岡崎市立
矢作南小学校合唱部がそれぞれ教育委員会表彰を受賞しました。

　学校で友達にいじめられたり、悩んだりしている子はいませんか。
また、お子さんが学校へ行くことをいやがっている、交友関係で悩
んでいるという方はいませんか。そういうときは、一人で悩まず、相
談してみましょう。毎日２４時間悩みの相談に応じてくれます。相談
内容など、秘密は絶対に守られます。安心して電話してください。

　そのほか、各学校でも相談する窓口があります。ここでは、学校
常駐もしくは、巡回のスクールカウンセラーが、悩みの相談に応じ
てくれます。本人だけでなく、保護者の方も相談できます。相談の日
時等については各学校にお問い合わせください。

①から③の文の□にあてはまるひらがな（カタカナ）を考えて文章を完成させてくだ
さい。ヒントは記事の中にあります。正解者の中から抽選で７名さまに図書カードを
プレゼントします。

①次世代をになう人材育成のために□□□□教育を行っています。
②新しい学習指導要領では、「□□□力」を育みます。
③小学校・中学校では、授業の□□□数が増加します。

応募方法
ハガキ、FAX、Eメールのいずれかで次の事項を必ず明記のうえ送付してください。
（1）クイズの答え　（2）パレットに対する意見、要望
（3）今後取り上げてほしいテーマ　（4）郵便番号、住所、氏名、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、いただいたご意見は

「パレット」の紙面やホームページ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23年7月29日㈮※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）
《FAX》052-961-3925
《Ｅメール》kyoiku-somu@pref.aichi.lg.jp（件名に「パレットクイズ」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。

　この大会は民俗芸能への理解
と認識を深めることを目的として、
毎年開催されています。県内の
国・県指定等の無形民俗文化財
の保存団体が民俗芸能を披露し、
子どもたちも参加しています。
　飛島村大会は、平成23年9月11
日（日）午後１時より飛島村中央公民館にて開催します。出演団体
は以下の予定となっております。

●市指定「銭太鼓踊り」【半田市】●市指定「木遣音頭」【稲沢市】
●県指定「小木田の棒の手」【春日井市】
●市指定「島文楽」【一宮市】

　ゆめリンク愛知国体の開催を記念して、長久手町のモリコロパ
ークアイススケート場においてイベントを開催します。
【日時】平成２３年８月６日（土）　※観覧は無料です。
【場所】モリコロパーク アイススケート場
（愛知郡長久手町大字熊張字茨ヶ廻間乙1533-1）
【内容】スケート教室／ゆめリンク愛知国体実施競技の実演紹介／
ゆめリンク愛知国体オリジナルグッズが当たる抽選会他
※詳しくは http://www.yumerink.jp/ を御覧ください。

中央県民生活プラザ
尾張県民生活プラザ
海部県民生活プラザ
知多県民生活プラザ

☎052-962-0999
☎0586-71-0999
☎0567-24-9998
☎0569-23-3300

西三河県民生活プラザ
豊田加茂県民生活プラザ
新城設楽県民生活プラザ
東三河県民生活プラザ

☎0564-27-0999
☎0565-34-1700
☎0536-23-8701
☎0532-52-0999

愛知県の消費生活相談窓口のご案内

競技（種目）
スケート
●ショートトラック
●フィギュア

日本ガイシアリーナ  アイスリンク

アイスホッケー
モリコロパーク　アイススケート場
邦和スポーツランド　アイススケートリンク
アクアリーナ豊橋　アイスアリーナ

競技会場

名古屋市南区

長久手町

名古屋市港区

豊橋市

所在地

愛知県教育委員会体育スポーツ課 ☎052-954-6828
http://www.pref.aichi.jp/kyoiku/sports/

臼台祭
一宮市立瀬部小学校
開催校／保存団体演目

瀬部山車・臼台祭保存会

ざい踊り
尾張旭市立旭丘小学校
尾張旭市ざい踊保存会

足助の棒の手
豊田市立御蔵小学校
足助町棒の手保存会

知立の山車文楽
知立市立知立小学校
知立山車文楽保存会
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昨年度の「あいちさんフェスタ２０１０」

昨年度の刈谷市大会の様子

昨年度の民俗芸能感動
体験ゆめ授業開催の様子

（下山中学校）
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2 「家族で竹水鉄砲合戦！
　  センターの陣」

4 「夏だ旭だアウトドアいっぱい」

1 「にがてスポーツ克服教室」
夏休みににがてを克服しよう  【かけっこ・鉄棒・とび箱】

3 「地引き網と火のつどい」伝統文化出張講座伝統文化出張講座

地域文化活動活性化事業教育文化奨励賞 地域文化活動活性化事業教育文化奨励賞

いじめや虐待で悩んでいませんかいじめや虐待で悩んでいませんか
産業教育の祭典

「あいちさんフェスタ２０１１」を開催します
産業教育の祭典

「あいちさんフェスタ２０１１」を開催します

家族で話し合いましょう家族で話し合いましょう ～東海地しん・東南海地しんに備えて～

プレゼント
！

消費者トラブルに巻き込まれたかな？と思ったら、消費者トラブルに巻き込まれたかな？と思ったら、 早めにご相談を！

ク イ ズ に答えて 
図書カードをもらっちゃおう！

平成２３年度愛知県民俗芸能大会
（飛島村大会）

平成２３年度愛知県民俗芸能大会

テーマ スローガン

大会シンボルマーク

大会概要
①会期／平成24年１月28日㈯～２月１日㈬
②実施競技及び会場は下記のとおりです。

☎052-961-0900
月～金の9:00～16:00（愛知県教育委員会）

☎052-261-9671
（愛知県教育･スポーツ振興財団）

☎0570-078310
毎日２４時間（全国共通）

いじめ不登校電話相談窓口

教育相談こころの電話

いじめホットライン24

【家庭教育相談電話】

パレットネット ～ｖｏｌ.１5に寄せられた意見から～

ゆめリンク愛知国体開催記念イベント
『ゆめリンクスクール』を開催します！

ゆめリンク愛知国体開催記念イベント
『ゆめリンクスクール』を開催します！

消費者ホットライン
☎0570-064-370
※最寄りの消費生活相談窓口に
　つながります。


