
〒520‒2122　大津市瀬田南大萱町1740-1
滋賀県立図書館　☎077‒548‒9691　

問合せ先

滋賀県健康福祉部子ども・青少年局　☎077-528-3551
Ｐｃａｐｄｖｕｐ＠ｐｒｅｆ．ｓｈｉｇａ．ｌｇ．ｊｐ
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問合せ先

スポーツ健康課　国体準備室　☎077-528-4622
Ｐkokutai@pref.shiga.lg.jp

問合せ先

●期間　平成25年12月4日(水)～12月23日(祝･月)
●場所　滋賀県立図書館　参考資料室　
　12月10日は「世界人権デー」です。国際連合が1948年(昭和23年)に「世
界人権宣言」を採択した日で、我が国でも1949年(昭和24年)以降、毎年12月
4日から10日までを「人権週間」と定めて、各地で啓発活動が行われます。

　今年の啓発活動重点目標は、「みんなで築こう　人権の世紀～考えよう　
相手の気持ち　育てよう　思いやりの心～」です。

　図書館では、いじめ問題をはじめ、インターネットを悪用した人権侵害、
東日本大震災に起因する風評被害など、人権問題に関するパネルと図書を
展示します。人権問題をどうしたらなくせるか、ご家族みんなで考えるきっ
かけにしていただければ幸いです。ご来場をお待ちしています。　

国内最大のスポーツの祭典 平成36年滋賀県で開催！

国体開催に向けて本格的に準備がスタート
平成36年(2024年)の第79 回国民体育大会の「開催準備委員会」が設立されました。
今後、国体の成功に向けた様々な準備を本格的に進めてまいります。

国体開催準備委員会　設立総会・第１回総会

　10月31日に国体開
催準備委員会の総会
が開催されました。
　県内の様々な分野
から268名の皆さん
に出席していただき、
国体開催基本方針な
どが決まりました。

1 滋賀をスポーツで元気にする国体
2 滋賀の若者や女性が主体的に関わる国体
3 県民総参加でつくり、「滋賀の力」を伸ばす国体
4 滋賀の魅力を再発見し、
　　　　　　　　地域の活性化やビジネスにつなげる国体
5 滋賀の子が、滋賀で育ち、滋賀で活躍する国体
6 滋賀の未来に負担を残さない国体

身体的虐待…なぐる、ける、やけどを負わせるなど
心理的虐待…ことばによる脅し、無視や拒否的な態度、子どもの前でのＤＶなど
ネグレクト…家に閉じこめる、食事を与えない、ひどく不潔にするなど
性 的 虐 待…性的行為を強いる、性器や性交を見せるなど

見逃さないで「たすけてサイン」

児童虐待とは

児童虐待の相談が増えています 「虐待かも」と思ったら

●子どものサイン
　□ 不自然なあざ、やけど
　□ 極端にやせている
　□ 衣服やからだが不潔
　□ 無表情、おとなを見るとおびえる
　□ 落ち着きがなく乱暴、情緒不安定

●保護者のサイン
　□ 衣服、寝具が不衛生状態
　□ 子どもの健康や安全への配慮がない
　□ いつもイライラして子どもに当たる
　□ 地域との交流がなく孤立している
　□ 子どもを家に置いたままの外出が多い

　児童虐待は、子どもの人権を著しく侵害するもので、子どもの「こころ」と
「からだ」に大きな傷を残し、子どもの将来に大きな影響を及ぼします。
　平成24年4月～平成25年3月の間に県内の市町や子ども家庭相談センターに寄
せられた児童虐待相談件数は、4,270件と過去最高となっています。この数は県
内の18歳未満の子どもの約60人に1人、およそ2クラスに1人が相談対象になっ
ているということになります。

　お住まいの市町か、虐待ホットラインまでご連絡ください。
　間違っていてもかまいません。ためらわずお電話ください。

子育てで悩んでいませんか？
　「こころんだいやる」では、子育てやいじめ、不登校、虐待、進路などの
子どもに関する相談なら、何でも受け付けています。
　「こんな悩み、私だけだろうか」と思わずに、まずお電話ください。
　専門の相談員が、相談に答えます。

「さしのべた　その手がこどもの　命綱」　11月は児童虐待防止推進月間です

※秘密は守ります。匿名でも結構です。

は ぐ く む

虐待ホットライン
（24時間 毎日） ☎077-562-8996

こころんだいやる

☎077-524-2030
（午前９時～午後９時（12/29～1/3を除く））

※秘密は守ります。
　匿名でも結構です。

オレンジリボンには「子ども虐待防止」の
　　　　　　　　メッセージが込められています。

目標決まる

人権啓発資料展開催（滋賀県立図書館）

ハガキ・ネットで応募

スポーツ祭東京2013

生涯学習課　☎077-528-4652･4654
Ｐma06@pref.shiga.lg.jp

問い合わせ先

におねっと 検 索

滋賀県教育委員会事務局教育総務課
〒520-8577　大津市京町四丁目1-1
☎077-528-4512　　Ｖ077-528-4950
Ｐedu＠pref.shiga.lg.jp
滋賀県教育委員会ホームページ
http://www.pref.shiga.lg.jp/edu/

編集発行

ご意見・ご感想をお待ちしています。

携帯サイト

RESENT

　次の事項を必ず明記のうえ、はがき、または
「しがネット受付サービス」で応募してください。
　アンケートの回答
　郵便番号・住所・
　氏名
　
　　　　　　
　平成25年12月16日（月）　※当日消印有効

個人情報の取り扱いについては
「滋賀県個人情報保護条例」に
基づき、適正に行います。

　❶ 今回の紙面で一番よかった記事は？
　❷ 紙面に対する感想

（はがき）
　〒520-8577（住所不要）
　教育総務課「教育しが」プレゼント係
（しがネット受付サービス）
　※滋賀県ホームページ、携帯版「しがネット受付
　　サービス」からも応募できます。

アンケート

応 募 方 法

送　付　先

締 め 切り

当 選 発 表

「しがネット受付」
ＱＲコード

当選発表は、プレゼントの発送を
もって代えさせていただきます。

この広報誌は毎回200,000部作成し、県内の幼稚園・小学校・中学校・高等学校・特別支援学校の保護者に配布しています。経費は、１部あたり 4円です。（発行部数1,200,000部 印刷､ 配送費等 4,725,000円）

「滋賀県民手帳」を
ゲットしよう！！

〒520‒2122　大津市瀬田南大萱町1740-1
滋賀県立図書館　☎077‒548‒9691　

問合せ先

　県立図書館では、12月7日(土)の閉館後
17時から、メサイア合唱団によるクリスマ
スコンサートを開催します。
　見慣れた図書館のロビーと階段が、煌び
やかなライトと美しい歌声で劇場に早変わり…。荘厳で清らかなクリスマス
の雰囲気をご家族一緒にお楽しみください。
●日時　平成25年12月7日（土）　17:00（図書館閉館後）
●場所　滋賀県立図書館　1 階ロビー
●出演　メサイア合唱団
●演目　アメイジンググレイス、アヴェ・ヴェルム・コルプスほか

入場自由
（無料）

10名様

1,249事業所と締結

に掲載しています。

問合せ先 生涯学習課　☎077-528-4654
Ｐma06@pref.shiga.lg.jp

平成25年8月～9月のコーディネート実施校

～広がる学校支援の輪～～広がる学校支援の輪～

 しが学校支援センターでは、子どもたちの学びを
より高めるために、「学校支援メニュー」一覧に
登録いただいた企業・団体等と学校との連携授業
を推進しています。

◆多賀町立多賀中学校
　「バリアフリー学習
　～心のバリアフリーを目指して～」
　【国土交通省近畿運輸局】
◆守山市立守山中学校
　「郷土の魅力はこれだ！」
　【滋賀県立陶芸の森／滋賀次世代文化芸術センター】
◆県立八日市養護学校／中学部
　「外国人の先生と交流しよう」
　【滋賀県商工観光労働部観光交流局】

　家庭教育の向上に向けた職場づ
くりに、経営者・従業員あげて自
主的に取り組んでいただける企業
と滋賀県教育委員会が協定を結び、
子どもたちの健やかな育ちのため
の取組を推進しています。

家庭の教育に
企業の力を！
しがふぁみ

家庭の教育に
企業の力を！
しがふぁみ
（滋賀県家庭教育協力企業協定制度）（滋賀県家庭教育協力企業協定制度）

　ワーク・ライフ・バランス（仕事と生活の調和）に
ついて社会全体の気運を高めるため、働く人や働く人
を支える家族等からのメッセージを絵てがみを通して発信します。

詳しくは
滋賀県　絵てがみ　作品募集 検 索

●小学生以下の部　　
最優秀賞　1点
優 秀 賞　2点
入　　選　7点
　　　　（程度）

●一般の部
最優秀賞　1点　（副賞あり）
優 秀 賞　2点　（副賞あり）
入　　選　7点　（副賞あり）
　　　　（程度）

●中学生の部
最優秀賞　1点　（副賞：図書カード 3,000 円分）
優 秀 賞　2点　（副賞：図書カード 1,000 円分）
入　　選　7点　（副賞：文具）
　　　　（程度）（小学生以下の部、中学生の部それぞれ）

click
！

   

   「働くお父さん、お母さんたちへのメッセージ」を絵てがみにしてみよう！

平成25年度

〒520-8577　大津市京町4-1-1
滋賀県商工観光労働部労働雇用政策課内　絵てがみ作品展事務局　
☎077-528-3751　ふ077-528-4873　Ｐfe0001@pref.shiga.lg.jp

応募先・問い合せ先
応募締切

12月17日（火）

平成25年（2013年）11月号

保護者向け情報誌保護者向け情報誌
各課連絡先（代表番号）
教育委員会事務局

〒520-8577　大津市京町四丁目1-1

滋賀県教育委員会

滋賀県の教育情報は
検 索滋賀県教育委員会

教 育 総 務 課
学 校 支 援 課
教 職 員 課
学 校 教 育 課
人 権 教 育 課
生 涯 学 習 課
スポーツ健康課
文化財保護課

☎077－528－4511
☎077－528－4641
☎077－528－4531
☎077－528－4571
☎077－528－4591
☎077－528－4651
☎077－528－4611
☎077－528－4671

竜王町立竜王幼稚園ＰＴＡ

平成
25年度
平成
25年度

■ＰＴＡ活動振興功労者表彰被表彰者

■優良ＰＴＡ文部科学大臣表彰被表彰団体

夏祭りの様子

　「地域の幼稚園」という意識を持ち、父親や祖父
母、地域の方を巻き込んだ事業づくりに積極的に取
り組まれています。その一つ「夏祭り」は、当日の
運営に多くの父親や
地域の青年が参加し
模擬店やステージ発
表を工夫するなど、
地域をあげての盛大
なイベントとして実
施されました。

彦根市立西中学校ＰＴＡ

リーダー研修会でのPTAプレゼンの様子

　多くの保護者が運営に関わる組織づくりがなさ
れ、生徒の健全育成に保護者、教職員全員で取り組
まれています。生徒会事業と連携した「生徒と保護
者の語る会」の実践で
は、生徒と保護者が同
一のテーマで意見交流
を行い、お互いの思い
に共感し理解を深め合
うという成果を上げら
れました。

県立八幡工業高等学校ＰＴＡ

避難所訓練　炊き出しの様子

　昨年度、ＰＴＡが主体となり、生徒や卒業生、教員
が協力して「防災かまどベンチ」を製作されました。
また、設置後には、地域の方にも呼びかけ「防災か
まどベンチ」を使った
避難所訓練なども実施
されました。生徒の防
災意識の向上や地域貢
献を意識した活動は特
徴的で、大きな成果を
上げられました。

※被表彰者の皆さんは、ここに記した役職の他にも多くの役職を歴任いただき、多大な功績を
　挙げていただいておりますが、その詳細およびお名前の敬称は略させていただきました。

和田　光生（滋賀県ＰＴＡ連絡協議会元会長）

田中　英樹（滋賀県立守山中学・高等学校ＰＴＡ元会長）

小川　治彦（滋賀県公立高等学校ＰＴＡ連合会元会長）

服部　弘美（守山市立明富中学校ＰＴＡ元会長）

岩佐　和幸（守山市ＰＴＡ連絡協議会特別委員長）

　文部科学省では、毎年、優秀なＰＴＡ活動を展開している団体に対して、優良ＰＴＡ文部科学大臣表彰を実施しています。また、５年ごとにＰＴＡ
活動振興功労者表彰を実施し、今年がその実施年となります。今年度受賞された優良ＰＴＡ３団体およびＰＴＡ活動振興功労者５名を紹介します。

および優良ＰＴＡ文部科学大臣表彰　　　 ＰＴＡ活動振興功労者表彰優良ＰＴＡ文部科学大臣表彰　　　 ＰＴＡ活動振興功労者表彰

2013フォーラムを開催しました。2013フォーラムを開催しました。2013フォーラムを開催しました。
　11月1日は、社会全体で子どもたちの健やかな育ちを支える環境づくりを推進する「滋賀 教育の日」です。この日を記念して11月1日（金）に県庁新館7階
大会議室で「滋賀 教育の日」2013フォーラムを開催しました。
　市町教育委員会、学校、教育関係団体などから約150名が参加し、教育功労者表彰・児童生徒芸術文化表彰の表彰式と児童生徒芸術文化表彰受賞者による
発表を行いました。また、11月1日は昨年制定された「古典の日」でもあることから、龍谷大学文学部教授の安藤徹先生をお招きし、「『源氏物語』の魅力と
教育　～千年を超えて伝わる物語の力～」の演題で記念講演をしていただきました。
●平成25年度教育功労者表彰受賞者（敬称略）

●川嶋冨美子（近江八幡市教育委員会委員）
●久我　正文（学校医）
●瀬戸　俊男（学校歯科医）
●小森　悦男（日本ボーイスカウト滋賀連盟　理事）
●澤　　絢子（元栗東市社会教育委員）

●平成25年度児童生徒芸術文化表彰受賞者（敬称略）
●県立膳所高等学校図書委員会………第3回どくしょ甲子園　最優秀賞
●県立彦根東高等学校新聞部…………第37回全国高等学校総合文化祭　長崎大会　新聞部門　最優秀賞
●県立彦根東高等学校ＳＳ部生物班…第37回全国高等学校総合文化祭　長崎大会　研究発表生物部門　優秀賞
●大津市立志賀中学校……山本　英…第66回全日本学生音楽コンクール　フルート部門　中学校の部　第3位
●彦根市立鳥居本中学校…西村元宏…ロボカップジャパンオープン2013 東京　　　　　　
　彦根市立城南小学校……渡辺　明　ジュニアサッカーチャレンジＡ　ライトウェイト部門 第3位

生涯学習課　☎077-528-4651　Ｐma06@pref.shiga.lg.jp　問合せ先

教育総務課　☎077‒528‒4512　Ｐedu@pref.shiga.lg.jp　　問合せ先

11 月 1 日は
「滋賀 教育の日」
「古典の日」です


