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キャッフィーの扇子

商品A

琵琶湖文化館の
あゆみ

商品B

アンケートに答えて

(1) アンケートの回答
(2) 希望のプレゼント番号
(3) 郵便番号 住所 氏名 年齢 電話番号
※　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。

①今回の紙面で一番よかった記事は？
②「教育しが」で取り上げて欲しい内容は？
③紙面に対する感想

郵 送／〒520－8577( 住所不要）
　　　  教育総務課「教育しが」 プレゼント係
FAX／ 077－528－4950 
Eﾒｰﾙ ／ edu@pref.shiga.lg.jp

5名様

5名様

アンケート

平成20年8月12日(火)
※当日消印、着信有効

締め切り

 送付先  

応募方法

当選発表

次の事項を必ず明記のうえ、　送付し
てください。

　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。

教育情報を発信しています！！

http://www.pref.shiga.jp/edu/pr/

http://www.pref.shiga.jp/a/koho/merumaga/merumaga03.html
教育委員会ホームページから登録可能（もちろん無料です）

滋賀県教育委員会メールマガジン
「教育改革ニュースレター」

滋賀の教育の最新情報を
いち早くお届けします。

２ヶ月に一回更新しています！

　県政広報テレビ番組「県政週刊プラスワ
ン」（毎週土曜日18:10～18:45びわ湖放送）
で教育情報を発信しています。

貴重なお宝ゲットの
チャンス！！

今後の放送予定は７月19日（土）、８月23日（土）、
９月20日（土）です。お楽しみに。

『体験から学ぼう』『体験から学ぼう』『体験から学ぼう』 滋賀県奨学資金予約募集
のお知らせ
滋賀県奨学資金予約募集
のお知らせ滋賀県立荒神山少年自然の家

このキャンペーンの応募方法等詳細は、 お近くのJA または下記までおたずねください。
JA共済連滋賀　普及部　TEL.077-521-1702　（土・日・祝・祭日除く　平日8：30～17：00）

しが生涯学習スクエアしが生涯学習スクエアしが生涯学習スクエア

夏休みの体験学習情報発信中！

滋賀県学習情報提供システム

におねっと
http://www.nionet.jp/

広告

申込み方法

申込み資格
問い合わせ先

平成20年（2008年）７月号 No.10 滋賀県教育委員会

□ さあ、はじめよう！早寝・早起き・朝ごはん
□ 不登校でお困りの時は、
　 「滋賀県心の教育相談センター」へ　
□ 読書活動優秀実践校を紹介します
□ 地域の力を学校へ
　 地域の人や企業・団体が学校を支援！
□ 人が輝く人権教育「ある出会いから」
□ 学校紹介シリーズ⑤
□ 中学生の高等学校等体験入学を実施しています
□ 2009近畿まほろば総体
　 ボート競技・アーチェリー競技開催
□ 県立中学校（中高一貫教育校）学校説明会のお知らせ
□ 理科支援員の活動がはじまりました
□ 第11回中学生広場「私の思い2008」県広場開催
□ 「うみのこ」就航25周年記念特別航海のご案内
□ しが子ども体験学校
□ スポレク滋賀2008
　 総合開会式「優待券」申し込み受付スタート！
□ 「体験から学ぼう」
□ 滋賀県奨学資金予約募集のお知らせ
□ しが生涯学習スクエア

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
TEL 077－528－4513　FAX 077－528－4950
Ｅメール　edu＠pref.shiga.lg.jp

滋賀県教育委員会ホームページ
http://www.pref.shiga.jp/edu/

ご意見・ご感想をお待ちしています。

携帯サイト

県庁新館２階県民サロン内
TEL：077－528－4656　FAX：077－528－4969
Eメール：info@nionet.jp

☆子どもが参加できる学習講座や体験教室の情報が
満載です。
☆図書館・プール・キャンプ場などの生涯学習施設
の一覧を掲載しています。
☆しが生涯学習スクエアが保有するビデオ教材の検
索ができます。

☆生涯学習に関する学習情報を提供します。
☆子どもの体験活動についてご相談にお応えします。
☆ビデオ教材の貸し出しをしています。

　学習船「うみのこ」は昭和58年に就航して
以来、今年で25周年を迎えます。この間「う
みのこ」に乗船した小学５年生は、本年６月に
のべ40万人を突破しています。
　この25周年を記念して、大津港発・長浜港
着の琵琶湖を縦断する特別航海を実施します。
航行中は船内で琵琶湖の水やプランクトンを調
べる体験をしたり、島々や湖岸の風景を展望し
たりできます。子どもたちに人気の「湖の子カ
レー」の試食もできます。
　「うみのこ」乗船と船上での様々な活動を、
ぜひご体験ください。

○日時　平成20年８月23日（土）　午前９時～午後３時30分
○場所　集合：大津港ターミナルビル前
　　　　解散：長浜港観光船乗り場前
○航路（予定）大津港－－－（沖島西側）－－（白石一周）
 　　　　　　  －－（竹生島一周）－－－長浜港
○主な活動内容（予定）
 ・環境学習体験（プランクトンウォッチング、
　　　　　　　　　　　　　　   「湖の子」水調べ、展望）
 ・記念講演
 ・「湖の子カレー」試食
○募集定員　125名　※申し込みが定員を超えた場合は、抽選します。
○募集期間　平成20年７月1日（火）～平成20年７月25日（金）   ※当日消印有効
○参加費　　650円【昼食代・保険料】
○応募方法　一枚の往復はがきに、参加希望者３名までの①氏名、②年齢、③住所（代表
　　　　　　者のみ）、④電話番号（代表者のみ）、⑤必要な食数、⑥小学校５年生での乗
　　　　　　船の有無、⑦本航海参加にあたっての思い、を明記してください。返信用
　　　　　　はがきに、代表者の住所、氏名を記入のうえ、下記のあて先にご応募くだ
　　　　　　さい。

　「スポレク滋賀2008」のオープニングとなる総合開会式優待券の申し込み受付を開始
します。優待券（無料）を事前に申し込んでいただくと、総合開会式を優待エリアで観
覧でき、もれなく祭典オリジナルグッズをプレゼントします。
　驚きの演出が盛りだくさんの式典は「スポレク祭」らしく『参加する』楽しさが味わえる、
“みんなが主役”の祭典です。今年の滋賀の一大ビッグイベントに、今すぐ申し込みを！

官製はがき、または「しがネットサービス」（県かスポレク滋賀ＨＰ）より
〒520－8577　全国スポレク祭滋賀県実行委員会　宛
優待券希望明記・郵便番号・住所・氏名・電話番号（8月31日（日）締切・当日消印有効）
どなたでも申込みできます。一件で最大5名様まで可（小学生以下は保護者同伴）。
全国スポーツ・レクリエーション祭推進室　TEL：077－528－4628

　荒神山少年自然の家では、自然体験・生活体験、
冒険活動など、様々な活動を提供しています。
　体験だけで終わらず、体験の振り返りにより、そ
の体験が大きな学びにつながっていきます。
　是非とも、荒神山で体験活動をしてみてください。

　ご利用は、学校・子ども会・スポ少など、子ども
に関わる団体であれば利用できます。また、日帰り
利用、宿泊利用どちらも可能です。
　使用料は無料です（食費・リネン費は必要）。

編集
発行

〒520-0047  大津市浜大津五丁目1－7
滋賀県立びわ湖フローティングスクール
TEL：077－524－8225
ホームページ　http://www.uminoko.jp/

問い合わせ先

滋賀県立荒神山少年自然の家
TEL：0749－28－1871　FAX：0749－28－1872
ホームページ：http://www.nionet.jp/koujinyama/

・リバーボート
・ウォークラリー
・焼き杉クラフト
・SMAP活動
・野外炊事
・キャンプ活動

就航２５周年記念特別航海のご案内就航２５周年記念特別航海のご案内

 県子ども・青少年局
TEL：077－528－3557
FAX：077－528－4854

主なプログラム

学習船

「うみのこ
」

お気軽にお立ち寄りください。
電話やメール、ＦＡＸでもお問い合わせいただけます。

ぜひ
、ご利用ください。

　この県民運動に関するポスターを募集しています。
　詳しくは、各小中学校にお配りした応募要項をご覧いただき、学校を
通じて、県教育委員会生涯学習課へご応募ください。
　昨年度は小学校124校から1,085点、中学校17校から281点の
応募があり、上記の作品が県教育長賞に輝きました。

堀部美鈴さん（大石小学校） 梅本亮さん（稲枝中学校）

夜、ぐっすり寝ら
れるよう、

昼間にしっかりと
身体を動

かしましょう！

地域の大
人も子ど

もたちと

一緒に「
ラジオ体

操」に参

加しまし
ょう！

30分早く寝て15分早く起きる「3015運動」に取り組みましょう！

申し込み・問い合わせ先

問い合わせ先

　滋賀県では、平成21年4月に高等学校等へ進学
予定の中学生の方を対象者に、滋賀県奨学資金奨学
生の予約募集を実施します。

　本人または保護者が県内在住で、経済要件
などを満たしている方のうち、原則として、
平成21年4月に下記対象校種の学校へ進学
予定の方

　高等学校、中等教育学校の後期課程、特別
支援学校の高等部、高等専門学校、または専
修学校の高等課程

　平成20年7月14日（月）～
平成20年9月12日（金）

　在学する中学校を通じて、下記の問い合わ
せ先まで応募してください。

　滋賀県奨学資金は貸付金です。貸与終了後、
一定期間内に返還していただくことになりま
す。

対象校種

募集期間

申請方法

留意事項

対 象 者

学校教育課　TEL：077－528－4571問い合わせ先

さあ、

はじめよ
う！

小
・
中
学
生

ポ
ス
タ
ー
コ
ン
ク
ー
ル

「
早
寝
・
早
起
き
・
朝
ご
は
ん
」

　「地域が学校、住民が先生」を合い言葉に、県内で実施される子ども向けの体験活動をたく
さん紹介しています。この冊子は、７月上旬に県内の小学生全員に配ります。
　滋賀県は、琵琶湖に代表される豊かな自然環境に恵まれてい
ます。その自然の中で思い切り遊んだり、いろいろな人と活動
したり、社会のことを学んだりする体験は、きっと子どもたち
の力となり、今まで気づかなかった自分を発見することにつな
がると考えています。　　
　「しがこども体験学校」には、「ひと・まち・自然・田んぼ・
文化芸術」の５つのテーマに分けたさまざまなプログラムがま
とめられています。この中から自分の興味のある活動をさがし
て、どんどん参加してください。

※滋賀県希望が丘文化公園を主会場
　として県内全域で開催！

第21回全国スポーツ・レクリエーション祭

びわ湖からあふれる元気 きらめく笑顔びわ湖からあふれる元気 きらめく笑顔


