情報コーナー

「におねっと」には、講座情報がいっぱい！

令和４年度滋賀県立特別支援学校入学者選考

滋賀県学習情報提供システム「におねっと」
では、親子で参加できる教室など県内の様々な
学習情報をお届けしています。
・図書館でのお話会
・健康教室 工作教室
問合せ先
・自然体験活動
・暮らしに役立つ講座など 生涯学習課

（幼稚部および高等部、高等部分教室）についてお知らせします。
選考の日程

☎077-528-4651

３月９日（水）



第65回企画展 滋賀県立琵琶湖文化館地域連携企画展
▶２月５日（土）～４月３日（日）
企画展開催時入館料：大人600円、高大生360円、小中学生無料

※障害のある方・県内在住65歳以上は入館料が無料（要証明書提示）となります。
問合せ先 安土城考古博物館

子どもは、受動喫煙による健康影響が大きく、
自らの意思でたばこの煙を避けることが難しいこ
とから、子どもたちの健康を守り、安全・安心な
生活に繋げるために、私たち大人が受動喫煙のな
い環境づくりに取り組みましょう！

ひとり親世帯分

「SATOCO（サトコ）」は、24時間365日、性犯罪・性暴力
被害について相談を受け付け、ワンストップで対応する相談窓
SATOCOの
口です。ひとりで悩まず、
にっこりキューキュー サ ト コ
HPはこちら
ホットライン090-2 5 9 9-3105
に電話してください。女性の
専門看護師がお話を伺います。

滋賀県総合教育センター
（特別支援教育相談）

9:00〜12:30 13:30〜16:30
月〜金曜日(祝日・年末年始を除く)
相談対象：幼児から高校生まで
本人・保護者・教職員等

編集発行

滋賀県教育委員会事務局

０１２０-０-７８３１０

◦アンケートの回答

（なやみ 言おう）

総合病院の最新医療』
関心の高い病気や
治療のことについ
て、滋賀県立総合
病院の医療スタッ
フがＱ＆Ａ方式で
わかりやすく解説
します。

締

❸ 紙面に対する感想と今後、取り上げてほしい内容
❹（任意）
滋賀県の教育についてのご意見等

◦ご希望のプレゼント名

◦郵便番号

◦住所

◦氏名

と共有することがあります。
切 令和４年1月25日
（火） ※当日消印有効

当選発表 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。

〒520-8577（住所不要） 教育総務課「教育しが」プレゼント係
送付先 （はがき）
（しがネット受付サービス）
※滋賀県ホームページ、または右記二次元コードから応募できます。

※毎月末に県教育委員会HP上で発行。
（紙版発行月を除く）

掲載例
◦びわ湖フローティングスクール動画配信中!
◦「はたらきたい」を「はたらく」へ。「しがしごと検定」と「しがしごと応援団」
◦日野高カフェ＠Homeオープン！
こちらから

☎077-528-4512

冬はやっぱりアイススケート！
スケート・アイスホッケー教
室参加者募集中！

お寄せいただいたご意見・ご感想は、今後の「教育しが」作成の参考にするほか、関係機関等

教育総務課

問合せ先 教育総務課

５組様 滋賀県立アイスアリーナ
ペア入場引換券
（１組２名）

個人情報については「滋賀県個人情報保護条例」に基づき、適正に取り扱います。

〒520-8577 大津市京町四丁目1-1
☎077-528-4512 fax.077-528-4950 mail.edu@pref.shiga.lg.jp
滋賀県教育委員会ホームページ https://www.pref.shiga.lg.jp/edu/

誌面にはない情報やより
詳しい情報をご覧いただけ
ます。 教育や子育てに関わ
るタイムリーなお知らせや
ご案内を掲載しています。

書籍『県民の元気を

10名様 ささえるー滋賀県立

応募方法 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。

午前９時〜午後９時は、
「こころんだいやる」
の
相談員が対応します。

電子版「教育しが」発行中!

様々な悩みを抱える子どもや保護者
からの相談を「こころのサポートしが」
（LINE相談）で受け付けています。自分
のこと、家族のこと、学校のこと、ここ
ろの悩みなど、何でもご相談ください。

P
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アンケート ❶ 今回の紙面でいちばんよかった記事
❷ ❶の理由

今、話したい 誰かがいる
いじめに悩んだり、心配な友達がいたら、
いつでも話を聞くよ

☎077-528-3338

生徒指導・いじめ対策支援室 ☎077-528-4668

こども

24時間子供SOSダイヤル

詳しくはホームページにて

問合せ先

３月５日
（土）
、
６日
（日）
のどち
らかに入場できる券
◦３月５日（土）17：05 試合開始予定
◦３月６日（日）14：35 試合開始予定
会場：ウカルちゃんアリーナ
対戦：琉球ゴールデンキングス

077-528-4855

滋賀県心の教育相談センター

16:00～21:00
滋 賀 県 に お 住 ま い の 方、
通学・通勤の方

６組様 滋賀レイクスターズ
（１組２名） ２階自由席ペア観戦チケット

「子ども・子育て応援センター
（愛称：こころんだいやる）
」
で （12/29〜1/3を除く午前9時〜午後9時）
は、子育てやいじめ、不登校、進路、非行など、子どもに関する
相談なら何でも受け付けています。ひとりで悩まず、困ったと FAX
きはまずお電話ください。

〈相談時間〉10：30～12：30 13：30～16：30
（土・日・祝日・年末年始等を除く）
専門のカウンセラー（公認心理師・臨床心理士）が
無料で相談に応じます。お電話お待ちしています。

問合せ先 国スポ・障スポ大会課

はがき・ネットで 応 募

あなたの子育て
「こころんだいやる」は を応援します
☎077-524-2030

じかん

両大会にふさわしい明るく爽やかで親しみやす
い曲になっています。歌唱者は手話をしながら歌っ
ています。ぜひお聴きください！

友だち登録はこちら

☎０７７-５８８-２５０５
電話だけでなく、来所での
相談もお受けしています。

イメージソング「シャイン！！」公開

☎077-528-3554

◦受付時間
◦対 象 者

☎077-528-3344

第79回国民スポーツ大会・第24回全国障害者スポーツ大会
わたＳＨＩＧＡ輝く国スポ・障スポ

こころのサポートしが（LINE相談）

相談をお受けしています。
問合せ先

問合せ先 文化芸術振興課

※支給要件など詳細は、お住
まいの市町役場までお問い
合わせください。

問合せ先 子ども・青少年局

☎077-528-3414

お子さまの発達や行動、学習、集団生活への適応などについて

☎ 077-586-8125

◆期 間：２月６日
（日）

日本博のテーマである「日本人と自然」を
～３月21日
（月・祝）
障害者の視点を通じて発信する文化芸術
開催場所
フェスティバルです。展覧会、舞台芸術公
や詳しい
演、バリアフリー映画の上映などを県内各
内容はこ
地で実施しますので、ぜひお越しください。
ちら→

新型コロナウイルス感染症に
よる影響が長期化する中で、実
情を踏まえた生活の支援を行う
観点から、 住民税が非課税の
低所得の子育て世帯に対し、児
童１人当たり５万円支給します。

※支給要件など詳細は、お住
まいの市町役場または、県
子ども・青少年局までお問
い合わせください。

日本博を契機とした障害者の文化芸術フェスティバル

近畿ブロック＆グランドフィナーレを開催！

ひとり親世帯以外分

公的年金等を受給しているひ
とり親家庭の方、 新型コロナウ
イルス感染症の影響で家計が急
変したひとり親家庭の方に対し、
児童１人当たり５万円支給します。

性犯罪・性暴力被害の相談は「SATOCO」まで

不登校・行きしぶりのご相談

☎0748-46-2424

低所得の子育て世帯に対する
子育て世帯生活支援特別給付金

☎077-528-3651

澤田 真一《お面》

◆会 期：1月22日（土）～3月27日（日）
◆休館日：毎週月曜日（祝日は開館し、翌平日が休館）
問合せ先 滋賀県立美術館 ☎077-543-2111

「伝教大師最澄と天台宗のあゆみ」

子どもの前で、たばこは吸わないで！！

滋賀県平和祈念館 ☎0749-46-0300

時流にとらわれず、つくりたいからつくるという真摯な欲
求に基づき、独自の方法論で生み出された作品、それがアー
ル・ブリュットです。本展は、このアール・ブリュットをは
じめとする多様な作品を楽しめるだけでなく、「なぜ人はつ
くるのか」という根源的な問いを考える場となります。

▶11月24日（水）～１月23日（日） 常設展入館料：大人500円、高大生320円、小中学生無料

☎077-528-3755

●申込 各月1日9時から電話
にて受付開始します。詳し
くは滋賀県平和祈念館HP、
各市町役場や図書館などに
設置の案内チラシをご覧く
ださい。
(1月は12日から受付開始)

滋賀県立美術館「人間の才能 生みだすことと生きること」展
桜生７号墳出土品
ヘラ書きのある須恵器

―野洲市桜生７号墳出土品―」

1月23日(日)「ヒバクシャ」
2月27日(日)「ウォーナーの

謎のリスト」
3月20日(日)「東京物語」

問合せ先

「文字の刻まれた土器
さくらばさま

映画上映会のご案内

13:30から上映
各回定員40名
事前予約制

特別陳列 近江の遺跡発掘成果Ⅱ

子どもをたばこの煙から守るために

コミュニケーションが苦手
ある特定のことが苦手
読み書きや計算が苦手
短時間しか集中できず
落ち着きがない
忘れ物が多い
など…
一人ひとりに応じた具体的な
支援などを一緒に考えます。

３月16日（水）

問合せ先 特別支援教育課 ☎077-528-4643

※参加するには、事前申し込みが必要です。
詳しくは、県HPでご確認ください。

問合せ先 県民活動生活課

選考結果の発表

滋賀県立安土城考古博物館

自宅に届く「ものづくり体験キット」を使って、県内の技能者
とZoomでやり取りしたり、「作り方手順動画」を見ながら、お
うちでものづくり体験（しごと体験）をしましょう。

問合せ先 健康寿命推進課

考

※詳細は、県教育委員会特別支援教育課HPに掲載して
います。各入学者選考要項をご確認ください。

オンラインしごとチャレンジフェスタを開催します!!!

問合せ先 労働雇用政策課

選

滋賀県平和祈念館

「滋賀県LINE公式アカウント」で

滋賀の教育情報をタイムリー＆ダイレクトにお届けします!
過去の
お届け情報

ご覧になれます。

◆県立学校イベント ◆入試情報 ◆読書活動
◆もう一度読みたい「シリーズ人権教育」 など

LINE ID：
@shigapref

友だち登録後、メニューの「教育情報」を押して、
「受信する」を選択してください。

問合せ先 教育総務課

☎077-528-4512

友だち登録は
こちら

広告
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