
ロボカップアジアパシフィック2021あいち
公式キャラクター

先着約5,000名の無料体験教室！
プログラミングや
ロボット作りを体験しよう。
＜一部事前予約制＞

「ロボットのがっこう」に
エントリーしよう！

最先端のロボット技術を
駆使した戦いを応援しよう！

ロボカップアジアパシフィック2021あいち
2021.11.25 ‒28 

T
H
U

S
U
N 10：00-17：00 競技や会場の様子は、オンラインでも観覧できます！

※中央下の二次元コードから

※事前に入場登録をしていただくと、当日の入場がスムーズです。
　また、事前予約制のイベントは、先着受付のため、定員になり次第
　受付を終了しますので、事前にお申し込みください。

＜競技種目＞
サッカー／レスキュー／
インダストリアル／＠ホーム／
フライングロボット／ジュニア

アジア・太平洋地域の
学生が、様々な競技で
熱い戦いを繰り広げます！

会場：Aichi Sky Expo〈愛知県国際展示場〉（常滑市）

「ロボットエキスポ」
暮らしを豊かにするロボットや
未来の乗り物を体感しよう！

「ロボットパーク」
a iboやLOVOTと遊べる！
大型ロボットの操縦体験も！

展示イベントで、ロボットに親しもう！

11月29日（月） 10：00～17：00
会　　場／デザインホール（名古屋市中区）
アクセス／地下鉄「矢場町」駅 6番出口より徒歩4分
内　　容／講演、研究発表など

「ARスポーツ“HADO”体験」
AR技術を活用した3対3の
対戦型アトラクション！ ＜事前予約制＞

「ロボットステージ」
ビジネスに役立つ、
ロボットやＡＩの講演会など。

ステージイベントも盛りだくさん！

名鉄中部国際空港駅から徒歩5分／名古屋駅から無料シャトルバス運行（土・日曜）アクセス

入場無料

ロボットが
自ら考えて

動く「自律
型ロボット

」の

国際大会を
、愛知県で

開催します
！

事前予約・オンライン観覧等はこちら

©RoboCup Federation

シンポジウム

試験

■愛知県人権尊重の社会づくり条例（仮称）骨子案

▽意見募集期間＝11月26日㊎まで

▽問合せ＝人権推進課☎052（954）6167

■愛知県循環器病対策推進計画（案）

▽意見募集期間＝11月17日㊌まで

▽問合せ＝健康対策課☎052（954）6269

■あいち商店街活性化プラン2025（仮称）素案

▽意見募集期間＝11月30日㊋まで

▽問合せ＝商業流通課☎052（954）6336

県 民 意 見 募 集

https://www.pref.aichi.jp/soshiki/koho/0000008347.html

県民の皆様からのご意見を以下のとおり募集しています。
資料は問合せ先の課室、お近くの県民相談・情報センター
及び各県民相談室などで閲覧できる他、県のWebページ
からもご覧いただけます。

お知らせ

行催事・募集

○新型コロナウイルス感染症関連の最新情報、新型コロナワクチン及び副反応等の情報については、以下サイトをご覧ください。

https://www.pref.aichi.jp/site/covid19-aichi/ 
 　 愛知県　新型コロナ対策　 検索愛知県新型コロナウイルス感染症対策サイト愛知県新型コロナウイルス感染症対策サイト

新型コロナウイルス感染症のリスクは依然として続いています。寒くなるこれからは、感染症が流行しやすい季節となるため、
県民の皆様には、マスクの着用、手洗い、手指消毒、換気など、引き続き、基本的な感染防止対策の徹底をお願いします。

毎年11月の「伝統的工芸品月間」に開催される、伝統的工芸品に関する国内最大級の祭典「KOUGEI EXPO」が、
35年ぶりに愛知県で開催されます。
全国各地の伝統的工芸品の展示販売や体験教室など、様々なプログラムがあります。ぜひ会場で、職人の方々
の卓越した技術に触れてみてください。

「KOUGEI EXPO IN AICHI」を開催します！「KOUGEI EXPO IN AICHI」を開催します！

　2021年度第2回「県政世論調査」
　の実施
県政運営の基礎資料とするため、「県政世論調査」を実施し
ています。調査対象者は、無作為に抽出した、満18歳以上の
県民3,000名の皆様です。該当の方には調査票を郵送して
いますので、ぜひとも調査へのご協力をよろしくお願いします。

▽回答期限＝11月20日㊏まで

▽調査項目＝①県の広報活動、②県民の幸福感に関する
意識、③エシカル消費、④多文化共生、⑤県民の治安に関
する意識、⑥県立病院、⑦ドメスティック・バイオレンス（DV）

▽Webページ＝https://www.pref.aichi.jp/soshiki/
koho/03-02yorontyousa.html

▽問合せ＝広報広聴課☎052（954）6169

　11月は「子ども・若者育成支援
　県民運動強調月間」です
全ての子どもや若者は、健やかに成長し、明るい
未来を切り拓いていく、かけがえのない存在です。
一方、ひきこもり、不登校、少年非行、児童虐待、SNSの普及
に伴う犯罪被害など、子どもや若者をめぐる課題は、依然と
して山積しています。
このような課題の解決には、子どもや若者を孤立させず、
一人一人が関心を持ち、地域全体で支えていくことが重
要です。
子ども・若者育成支援に対する理解を深めるため、「子ども・
若者育成支援県民運動強調月間」の期間中の11月は、県内
各地でPR活動などを実施します。

▽スローガン＝育てよう 自分に勝てる子 負けない子

▽Webページ＝https://www.pref.aichi.jp/soshiki/
syakaikatsudo/

▽問合せ＝社会活動推進課☎052（954）6175

　ご存知ですか？
　「いいともあいち運動」
本県は、全国有数の農業県で、林業や水産業も
盛んであり、おいしい農林水産物がたくさんあります。県で
は、こうした県産品を皆さんにもっと食べたり利用したりして
いただく「いいともあいち運動」を展開しています。
この運動のシンボルマークが“あいまる”です。県産の農林水
産物やその加工品の中には、このマークが表示されている
商品があります。“あいまる”を手掛かりに県産の商品を購入
し、食べていただく地産地消を進め、みんなで愛知の農林水
産業を応援しましょう！
（シンボルマークの使用については、Webページでご確認
ください。）

▽Webページ＝https://www.pref.aichi.jp/nousei/
iitomo/iitomoaichi/symbol.html

▽問合せ＝食育消費流通課☎052（954）6434

　「愛知県SDGs登録制度」の
　登録企業・団体等の募集
SDGs（持続可能な開発目標）達成に向けて取り組む企業・
団体等を募集します。多くの皆様からの登録申請をお待ち
しています。

▽登録企業・団体等のメリット＝
　◆県Webページでの登録企業・団体等の紹介
　◆SDGsに関する情報提供
　◆登録者相互のマッチング支援
　◆県産間伐材を使用した木製登録証の贈呈

▽登録要件＝県内に事業所を有し、SDGs達成に向けた取
組を実施している企業・団体等が対象です。詳細はWeb
ページでご確認ください。

▽申請方法＝Webページから申請書をダウンロードしていた
だき、必要事項を記入のうえ、Eメール（kikaku@pref.aichi.
lg.jp）にて企画課へご提出ください。

▽Webページ＝https://www.pref.aichi.jp/
kikaku/aichi-sdgs/

▽問合せ＝企画課☎052（954）6473

　「あいち防災フェスタ」の開催

県民の皆様が、身近な地震対策である家具固定や防災ボラ
ンティア活動などへの関心・理解を高め、災害へ備えていただ
けるよう、防災イベント「あいち防災フェスタ」を開催します。

▽日時＝11月14日㊐10時～16時

▽場所＝あいち健康の森公園（大府市）

▽内容＝①県防災ヘリ「わかしゃち」による訓練、②あいち防
災キャラクター「防災ナマズン」＆大府市公式マスコットキャ
ラクター「おぶちゃん」との写真撮影、③防災○×クイズ大会、
④機界戦隊ゼンカイジャーショー　など

▽参加無料

▽Webページ＝https://www.quake- learning.pref.
aichi.jp/bosai- festa/

▽問合せ＝防災危機管理課☎052（954）6190

　「サムライ・ニンジャ フェスティバル
　2021」の開催
県では、信長・秀吉・家康の郷土三英傑を始め、多くの戦国
武将を輩出した「武将のふるさと愛知」として、ご家族で楽し
める武将観光イベント「サムライ・ニンジャ フェスティバル2021」
を開催します。
当日は、全国の武将隊や忍者隊等による演武、大武者行列、
忍者体験、火縄銃の実演などのプログラムを予定しています。
▷日時＝11月21日㊐ 10時～16時
▷場所＝大高緑地（名古屋市緑区）
▷参加無料
※会場へは公共交通機関をご利用ください。
▷Webページ＝https://www.samurai-ninja-fes.com/
▷問合せ＝「サムライ・ニンジャ フェスティバル2021」事務局
☎052（961）1515

　「あいち花マルシェ2021」の開催

日本一の生産を誇る本県の素晴らしい花を、見て、触れて、
購入できる県民参加型のイベント「あいち花マルシェ2021」
を開催します。ぜひ、ご来場ください。

▽日時＝11月20日㊏～23日㊋㊗ 10時～17時

▽場所＝久屋大通公園一帯（名古屋市東区・中区）

▽内容＝①あいちの花の販売、②花のディスプレイ、③あい
ちフラワーコンテスト、④花の体験教室、⑤ステージイベント、
⑥キャンプ気分で楽しむ！秋の花キャン、⑦地元ガーデナーの
作品展示、⑧オンライン花マルシェ、⑨スタンプラリー

▽入場無料

▽その他＝新型コロナウイルス感染症予防の
ため、「マスク着用」、「手指消毒」、「入園時
の検温」に御協力をお願いします。

▽Webページ＝https://aichi-hanamarche.com/

▽問合せ＝園芸農産課☎052（954）6419

　2022年度採用障害者を対象とした
　愛知県公立学校常勤講師採用選考

▽任用期間＝2022年4月1日から1年間

▽受験資格＝①身体障害者手帳の交付を受けその障害の
程度が1級から6級までの方、療育手帳を交付されている方
又は精神障害者保健福祉手帳を交付されている方、②受
験区分・教科に対応する教員の普通免許状を現に所有して
いる方又は2022年3月31日までに取得見込みの方（他にも要
件があります。受験案内でご確認ください。）

▽試験日＝12月11日㊏

▽受験案内＝11月1日㊊から教育委員会教職員課、各教育
事務所及び各県民相談室などで配布するほか、Webペー
ジからも入手できます。なお、出願は郵送に限ります。

▽受付期間＝11月8日㊊～19日㊎（当日消印有効）

▽Webページ＝https://www.pref.aichi.jp/soshiki/
kyosyokuin/2022kousi.html

▽問合せ＝教育委員会教職員課☎052（954）6769・6770

官民で構成する「あいちワーク･ライフ･バランス推進協議会」では、仕事と生活の
調和が実現した社会を目指して、「あいちワーク・ライフ・バランス推進運動2021」を実施
しています。その中で、11月第3水曜日を「県内一斉ノー残業デー」として、働き方を見直す
契機となるよう普及啓発に取り組んでいます。
当日は、効率的に仕事を進めて定時に退社し、趣味や家族との時間をお過ごしください。

県内企業・団体・事業所を対象に、「愛知県内一斉ノー残業デー」を始めとする定時退社やテレワーク
を始めとする多様な働き方、「新しい生活様式」を踏まえた職場環境整備等の取組など、8つの取組を
呼びかける「あいちワーク・ライフ・バランス推進運動2021」を実施しています。

あいちワーク･ライフ･バランス推進運動2021について

コ ウ ゲ イ 　 　 　 　 エ キ ス ポ 　 　 イ ン 　 　 ア イ チコ ウ ゲ イ 　 　 　 　 エ キ ス ポ 　 　 イ ン 　 　 ア イ チ

イベント
内容

〇伝統的工芸品の展示販売　〇職人による製作実演
〇体験教室　〇愛知のグルメ販売
〇伝統工芸の技術を活用して作られた逸品のオークション
〇ステージイベント（SKE48、落語家 瀧川鯉斗氏、
　映画監督 堤幸彦氏をはじめ愛知の著名人が出演します。）等
※詳しくはWebページをご覧ください。

▷日時=11月27日㊏～29日㊊10時～17時（最終日は16時まで）
▷場所=県国際展示場（Aichi Sky Expo）（常滑市） ▷入場無料
※名古屋駅から会場まで無料シャトルバスを運行します。
▷Webページ=https://kougei-expo.com/　▷問合せ=県伝統的工芸品月間推進協議会事務局☎052（228）6453

11月17日㊌は「愛知県内一斉ノー残業デー」です！11月17日㊌は「愛知県内一斉ノー残業デー」です！

※この運動にご賛同いただける事業所を随時募集しています。Webページ（https:/famifure.pref.aichi.jp/
　aichi-wlbaction/）からぜひお申し込みください。

▽問合せ=労働福祉課（協議会事務局）☎052（954）6360 

新型コロナウイルスの感染状況により、イベント等が変更・中止になる場合がありますので、最新情報はWebページ等でご確認ください。

　【毎日：9時から17時30分まで】 ☎052（954）6272

　【平日：17時30分から翌9時まで  ㊏・㊐・㊗：24時間体制】 ☎052（526）5887

愛知県
新型コロナウイルス感染症

健康相談窓口

愛知県
新型コロナウイルス感染症

健康相談窓口

○新型コロナウイルス感染症や新型コロナワクチン接種後の副反応等が心配な方は、以下相談窓口にご連絡ください。

※ワクチン接種は、ご本人の意思に基づき実施されるものです。接種を受けていない人への接種の強制や偏見・差別は絶対にしないでください。

毎年12月から3月にかけてインフルエンザが流行します。インフルエンザにかか
ると、高熱や関節炎などの全身症状を示します。多くの場合は1週間程度で
回復しますが、高齢者や基礎疾患のある方、小さなお子さんなどは、肺炎などを
伴って症状が悪化することがありますので、インフルエンザの予防をしましょう。
〈インフルエンザ予防の基本〉
①身体的距離の確保　②マスクの着用（咳エチケット）　③こまめな手洗い　④規則正しい生活の徹底
〈インフルエンザワクチンについて〉
ワクチンを接種することで発症及び発症した際の症状の悪化を防止することが期待できます。ワクチンはその年の流行を
予測して製造しているため、十分な免疫を保つためには毎年ワクチン接種を受けることが大切です。インフルエンザワクチンは
早めの接種を心がけましょう。

▽Webページ＝https://www.pref.aichi.jp/soshiki/kansen-taisaku/influ.html

▽問合せ＝医療体制整備室☎052（954）6272

みんなで予防！インフルエンザみんなで予防！インフルエンザ
マメに
　 マスク

マメに
　 手洗い

マメゾウくん コマメちゃん

感染再拡大の防止の徹底を！感染再拡大の防止の徹底を！新型コロナウイルス
感染症

外出は、少人数で、
混雑している場所や
時間を避けて

「感染しない、感染させない」の徹底

ニューあいちスタンダード認証店等の
感染防止対策を徹底している店の利用

会食・飲食の際は、「同一テーブルに
４人を目安に」、「マスク会食」の徹底

ゆうりぃ

申し込みはこちら

11月11日から17日までは「税を考える週間」です。 ～くらしを守る地方税～ 11月10日から16日までは「アルコール関連問題啓発週間」です。 ～ご自身の飲み方を振り返ってみましょう～

毎月第１日曜日
掲載

愛知県の
広報紙
No.1084

愛知県広報広聴課 052（954）6170 〒460-8501 名古屋市中区三の丸三丁目１番２号

東　海 【村上佳菜子の週刊愛ちっち】 … 毎週木曜日 ＜21：54～22：00＞
  再 放 送 … 毎週日曜日 ＜  5：12～  5：15＞
名古屋 【まるまる◎あいち】………… 毎週土曜日 ＜17：58～18：00＞
  再 放 送 … 毎週木曜日 ＜  1：54～  1：56＞
 

ＣＢＣ 【あいち県政リポート】 毎月第2･第４土曜日 ＜11：32～11：36＞
東　海 【こんにちは愛知県です】 毎月第1･第3木曜日 ＜10：35～10：38＞
ＦＭ AICHI 【ＡＩＣＨＩ ＳＡＴＵＲＤＡＹ ＴＯＰＩＣＳ】 毎月第1･第3土曜日 ＜  7：30～  7：33＞
ＺＩＰ－ＦＭ 【ＡＩＣＨＩ ＳＵＮＤＡＹ ＴＩＰＳ】 毎月第1･第3日曜日 ＜  7：23～  7：26＞

県のテレビ番組（11月）  県のラジオ番組（11月）

※テレビ番組･ラジオ番組の放送日時は、番組編成により変更になることがあります。

・Webページ  https://www.pref.aichi.jp/ ・インターネット情報局  https://www.doga.pref.aichi.jp/
・広報広聴課 Facebook  https://www.facebook.com/aichikoho 今月号を知事が動画で紹介！

この内容に関するご意見・お問合せは、経済産業局ロボット国際大会推進室 ☎052(954)6698（ダイヤルイン）まで　　「ロボカップアジアパシフィック2021あいち」に関する情報は、 検索ロボカップ あいち

「ロボカップアジアパシフィック2021あいち」を開催します
　アジア・太平洋地域の学生を中心とするロボット競技大会
「ロボカップアジアパシフィック2021あいち」を、いよいよ11月25日
から、Aichi Sky Expo（愛知県国際展示場）等で開催します。
　競技会には、海外チームもオンラインで参加し、サッカーを
始めとする様々な競技を、会場内とバーチャルで行い、ロボット
技術やAI技術を競います。

　また、来場者向けのサイドイベントとして、ロボットやプログラ
ミングなどを学べる様々な企画もご用意しています。
　ぜひ会場で、選手の皆さんの熱い戦いを応援していただく
とともに、最新のロボット・AI技術を体感してください。


