第１９回世界少年野球大会愛知・名古屋大会を開催します
〜 心をつなごう あいちで世界とキャッチボール 〜

親子でマスつかみしよう！

清流に放ったマスを豪快につかみ捕り。
夜は星空の下でキャンプファイヤーをします。
【パート1】平成20年8月12日
（火）
〜
13日
（水）
＜1泊2日＞
【パート2】平成20年8月13日
（水）
〜
14日
（木）
＜1泊2日＞
場所 野外教育センター
募集期間 平成20年7月1日
（火）
〜8日
（火）
定員 【パート1〜2とも】
40家族120名程度
対象 満3歳以上の子どもとその家族
参加費 大人4,900円、
中学生以下4,200円
期日

Aichi:Where a Game of Catch can connect the World.
日本を含む世界20か国・地域から
少年・少女を招き，
野球および各行事
を通じて，
国を越えた友情を育むとと
もに，
様々な文化を持った少年少女と
の交流で，
国際理解を深めることによ
り，
未来を担う真の国際人づくりを促
進します。
期間

平成20年7月28日
（月）
〜8月5日
（火）
参加国・地域

開会式は瑞穂公園野球場で行います。みなさんで是非お出かけください！
主な行事日程
月 日
（曜）

主な行事
（開催市）

７月３０日
（水） 開会式・野球教室・交流試合
（名古屋市）
７月３１日
（木） 野球教室・交流試合・交流行事
（東海市）
ドーム野球教室
８月 １日
（金） 野球教室・交流試合・交流行事
（一宮市）
８月 ２日
（土） 野球教室・交流試合・交流行事
（豊田市）

http://homepage3.nifty.com/yagaicenter/

オーストラリア、カナダ、中華人民共
和国、チェコ、
ドイツ、香港、ハンガリ ８月 ３日
（日） 野球教室・交流試合・交流行事
（名古屋市）
ー、
イタリア、ケニア、大韓民国、マレ
（月） 野球教室・閉会式
ーシア、
ミクロネシア、ニュージーラン ８月 ４日
ド、プエルトリコ、サイパン、台湾、
タイ、 野球教室●熱田神宮公園野球場及び球技場にて国際野球連盟から選任された
コーチの指導による野球教室
トルコ、
アメリカ、
日本

夏だ 旭だ アウトドアいっぱい

野球教室、
ドーム野球教室、交流試
合、交流行事

問合せ・申込み先

野外教育センター ☎0564-83-2221 FAX.0564-83-2222
〒444-3432 岡崎市千万町町大平田17-5

ドーム野球教室●ナゴヤドームにて元プロ野球選手の指導による野球教室

大会内容

場所
募集期間
定員
対象
参加費

平成20年8月16日
（土）
〜
17日
（日）
＜1泊2日＞
旭高原少年自然の家
平成20年7月7日
（月）
〜
20日
（日）
50家族150名程度
家族
大人4,900円、
中学生以下4,200円

交流行事●各開催市の少年少女との地域特性を活かした交流行事
※教室等への参加者についてはすでに決定をしております。上記のように県内

授業名人活用推進事業

問合せ・申込み先

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38-25

http://www6.ocn.ne.jp/˜ashkogen/

「授業名人活用推進事業」の推進校では、授業力を向上させ
るために、指導実績のある教員経験者や大学教授等の「授業名
人」
を継続的に招聘して、見本授業を行ったり、指導技術を高め
るための研修を行っ
たりすることによって、
教員の授業力の向
上 を 図るとともに 、
子どもたちの学習意
欲を高めています。

親子初心者つり教室

釣りの基礎・基本、投げつり実習、釣った魚でクッキング！
期日
場所
募集期間
定員
対象
参加費

平成20年9月13日
（土）
〜
14日
（日）
＜1泊2日＞
美浜少年自然の家
平成20年7月31日
（木）
〜
8月13日
（水）
40家族130名程度
小学生以上の子どもとその家族
大人4,400円、中学生以下
3,700円、
その他餌代、氷代、
通信費等として1家族910円

授業名人による見本授業

問合せ・申込み先

各分野の第一線で活躍する方々を
「愛知県その道の達人」
と
して小・中学校に派遣して、教師と協働して授業を行っていただく
ことで、児童生徒が普段の授業ではふれることができない内容を
知ったり、体験したり
することを通して、学
ぶことの意義や楽し
さを味わわせます。

http://www6.ocn.ne.jp/˜mihama/

ント！
プレゼ

パレットを読んで
図書カードをもらっちゃおう！

その道の達人
（落語家）
から学ぶ子どもたち

次の文の□にあてはまるひらがなを考えて、答え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、図書カードをプレゼントし
ます。

2.

県内各地域には、伝統的な□

□□

□□□や郷土に残る文化

□□□」や弥生時代「ものづくり」体

験事業に参加して、大昔の生活や古代の技術に触れてみませんか？

「技」
と
「心」
3. □ □□ □□□（無形民俗文化財）は、人から人へ、
が受け継がれ、
それぞれの□□

4. □□

で保存会などにより護られてきました。

の人々により多くの子どもたちが文化芸術とふれ合って創造性や

□□□を磨いています！

【答え】

であいちが

になる！

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）
クイズの答え
（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。
パレットは皆さんの声で成り立っています。各家庭で重点的に取り組んでいるこ
とや、宣言として掲げていることなどがありましたらお寄せください。
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20年7月31日
（木）※当日消印、着信有効
送付先
《郵

道路交通法が一部改正されました
6月1日に施行

財など自然と風土に根ざした独自の歴史や文化がつちかわれています。
弥生学習講座「□□□□□

スクールガード・リーダーの活動について
愛知県教育委員会では、地域ぐるみで子どもの安全を守るた
め、全小学校を対象にスクールガード・リーダーを配置しています。
全ての方が警察官ＯＢで、通学路等の警備ポイントや改善すべ
き点などのアドバイスを受けています。
また、
スクールガードとして、子ど
もの見守り活動に参加されている
保護者・地域の方々、教職員を対
象とした防犯教室の講師としても
活躍されています。
スクールガード・リーダーとともに、
今後も多くの方々が、地域ぐるみで
子どもの安全を見守る活動に御協
力ください。

愛知県その道の達人派遣事業

美浜少年自然の家 ☎0569-88-5577
〒470-3236 知多郡美浜町大字小野浦字宮後1-1

1.

世界の友だちと
キャッチボール

各地で行事を行いますので，
応援をお願いします。

アドベンチャーラリーで高原の自然を満喫
創作アウトドア料理でお腹もいっぱい！
期日

交流試合●海外から招く４か国・地域の少年チームと県内２０チームとの交流試合

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
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。

平成19年中に愛知県で交通事故により命を失ったりけがをし
た小学生は、2，
055人でした。そのうち、873人
（42.5％）
が自転車
乗車中によるものです。
全国的にみても自転車が関連する交通事故は、全事故の約２
割を占めているとともに、
自転車がいわば無秩序に歩道を通行す
るなど、ルールを守らない利用実態も目立っています。そこで、道
路交通法の一部が、次のとおり改正されました。
●普通自転車は、車道の左
側端によって通行するの
が原則ですが、幼児・児童
は、歩道通行することがで
きるようになりました。
●保護者は、幼児・児童を自
転車に乗車させるとき、乗
車用ヘルメットをかぶらせ
るよう努めなければならな
くなりました。
かけがえのない自他の命を大切にするために、大人も子どもも
交通ルール
（「交差点での一時停止・安全確認」、
「 二人乗り、並
進の禁止」
など）
を守り、交通事故削減に努めましょう。

家族みんなで

「無事故・無違反ラリー2008」
にチャレンジしよう
昨年大変ご好評をいただきました
「無事故・無違反ラリー」
を今
年も実施することになりました。
家族の皆さんでチームを組み、家族みんなで交通安全意識を
高めながら、100日間を無事故・無違反で過ごしていただく取り組
みです。
参加した全てのチームに交通安全啓発資材をお送りします。
また、無事故・無違反達成チームには、抽選により、豪華な賞品も
ご用意しております。
詳しくは、
７月上旬頃に配布する
募集ちらしをご覧ください。
参 加 費 家族の部／500円
募集期間 7月1日
（火）
〜9月22日
（月）
実施期間 9月23日
（火・祝）
〜
12月31日
（水）
（100日間）
賞
品 無事故・無違反を達成したチームの中から、
抽選で旅
行券を賞品として贈呈します。その他、参加特別賞も用意してい
ます。
問 合 せ

ストップ・ザ・ワースト無事故・無違反ラリー実行委員会事務局
愛知県県民生活部地域安全課交通安全グループ
☎０５２-９５４-６１７７
（ダイヤルイン）

大人が率先して
子どもの手本となるよう
行動しましょう。

モ ラ ル の 向 上

「赤信号なのに平気で渡る」
「ゴミやタバコをポイ捨てする」
そんな人を見かけたことはありませんか。
そんな時、
あなたはどう思いますか。
県教育委員会では、
「あいちの教育に関するアクションプラン」
の推進に向けて、今年度は、
「モラルの向上」
をテーマとした取組
を展開します。子どもたちは大人の行動をよく見ています。
まず大
人自身が、ルールやマナーを守り、率先して子どもたちの手本と
なるようにしませんか。

