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子どもたちの健やかな育成をサポートします
～やまぐち総合教育支援センター～

保護者向け 山口県教育広報誌 31号（2008年）

ふれあい夢 信通
地域・社会のページ
・教育ちょっといい話
・教育ボランティア
・生涯学習　　　など

❶ 有資格者によるマッサージを１時間無料で！

❷ 手作りのしおりを点字用紙の
　 袋に入れて！

❸ 観葉植物にピッタリ！
　 ミニ植木鉢

やまぐち総合教育支援センター（山口市）

「わくわく、どきどきサイエンス～スターリングエンジンを作ろう～」
 8／5火・6水 （各10：00～12：00、14：00～16：00）

●対象：小学3～6年生（保護者同伴）　●定員：各回20人　　
●締切：開催日の1週間前まで（定員になり次第締切）

☎083（987）1190
http：//www．ysn21．jp/

開催日

県立山口博物館（山口市）

歴史常設展示第Ⅰ期「古文書の世界」
 7／9水～9／7日 （9：00～16：30）

●休館日：毎週月曜日、7月22日（火）（7月21日、8月11日・18日の月曜日は開館）

☎083（922）0294
http：//www.yamahaku.pref.yamaguchi.lg.jp/

開催日

スポーツ交流村（光市）

マリン☆アクティブ☆キャンプ～親子で挑戦する海辺の活動～
 7／26土・27日
●対象：幼児（年少～年長）とその家族　●定員：40名程度　●締切：定員になり次第

☎0833（71）1144
http：//www.kouryumura.net/

開催日

秋吉台少年自然の家（美祢市）

秋吉台お月見コンサート
 9／13土～14日（1泊2日）
●対象：幼児（4・5歳）とその家族　●定員：40名程度　●締切：8月28日（木）

☎08396（2）0581
http：//www.c-able.ne.jp/̃akishoji/

開催日

ふれあいパーク（岩国市）

科学の祭典（科学工作・実験等）
 8／9土・10日（希望者は宿泊可）
●対象：小学生以上　●締切：当日受付

☎0827（63）1513
http：//www10．ocn．ne．jp/̃furepaku/

開催日

十種ヶ峰青少年野外活動センター（阿東町）

「時が止まるキャンプ」
 9／6土～7日（1泊2日） 
●対象：家族　●定員：12家族50名　●締切：8月29日（金）

☎083（958）0033
http：//www.journey-k.com/̃tokusagamine/

開催日

大島青年の家（周防大島町）

何もないから、何でもできる！～周防大島の無人島で過ごそう～
 8／9土～11月（2泊3日）
●対象：小・中・高生　●定員：30名　●締切：7月26日（土）

☎0820（76）0913
http：//www.genki.gr.jp/oshima-seinen/

開催日

光青年の家（光市）

秋の味覚を探そう
 10／18土～19日（1泊2日）
●対象：小・中学生とその家族　●定員：12家族程度　●締切：10月4日正午

☎0833（72）5512
http：//www.hikari-seinen.jp/

開催日

油谷青年の家（長門市）

海のお魚つかまえ隊
 10／18土～19日（1泊2日）
●対象：小・中学生とその保護者　●定員：30名　●締切：10月3日（金）

☎0837（32）1000
http：//member.hot-cha.tv/̃htc11281/

開催日

萩青年の家（萩市）

夏休み思い出日記「わくわく大冒険」
 8／17日～20水（3泊4日）
●対象：小・中学生　●定員：40名　●締切：8月4日（月）

☎0838（22）4730
http：//www．genki．gr．jp/hagisei/

開催日

県立山口図書館（山口市）

「戦争なんかもういやだ～昔の戦争、今の戦争～」（子ども資料室展示）
 7／1火～9／28日
●休館日：毎週月曜日、7月31日（木）、8月29日（金）

☎083（924）2111
http：//library.pref.yamaguchi.lg.jp/

開催日

子どもたちと一緒に参加、見学できるイベント案内

詳しい内容については、各施設にお問い合わせください。

ふれあい掲示板
イベントカレンダー
【2008年7月～2008年10月】

山口県の教育情報をやまぐち総合教育支援
センターから発信します！（９月１日開設予定）

ふれあい交差点
　韓国慶尚南道は山口県の姉妹提携先で
すが、山口県教育委員会も平成９年から
本格的に慶尚南道と教育分野での交流活
動を行っています。
　毎年、慶尚南道の高校生が山口県を訪
れていますが、5月２８日、高校生１４
名が県庁を表敬訪問し、藤井教育長の歓
迎を受けました。高校生は３泊４日の日
程で、下関中等教育学校や岩国総合高等
学校を訪問し、山口県の高校生と交流を
行いました。
　９月には、山口県の高校生が慶尚南道
を訪問する予定です。

「韓国慶尚南道高校生の山口県訪問」

子どもたちの学び・育ちを支援する学習コンテンツや進路情報、教員の教育実践など、
山口県の教育情報をやまぐち総合教育支援センターから発信します。

家庭の元気
応援キャンペーン

萩商工高校では地元の海産物問屋㈱井上商店の
ご支援を得て、「萩・翼（ウイング）維新隊」
を組織し商品開発に取り組んでいます。生徒が
自信をもって開発したオリジナル商品２点を
セットにしてプレゼントします。

いか・えび・ほたて、海の幸
から出た旨味をたっぷりとじ
こめました。
作り方は超簡単！
あたたかいご飯にさっとまぜ
るだけで出来上がり。

会期中全日実施
（雨天中止）
１回300円
※博物館屋上にて
　体験できます。

平成20年８月５日（火）～８月24日（日）
（会期中休館日なし）

会　　期 お問い合わせ先

Webページ
http://www.yamahaku.pref.yamaguchi.lg.jp/

早寝早起き 朝ごはん 読　　書 外遊び

セグウェイ
乗車会

応募方法

萩商工高校のオリジナル
萩海産物加工品セット

プレゼントをご希望の方は、住所、氏名、年齢、職業、電話番号、ご希
望プレゼント名、「ふれあい夢通信」の感想・意見を記入し、はがきで
ご応募ください。下関南総合支援学校のプレゼントは学校へ平日に来校
できる方のみのご応募とさせていただきます。なお、当選者の発表は発
送をもってかえさせていただきます。

送付先：山口県教育庁　教育政策課教育企画班
「ふれあい夢通信」編集部プレゼント係
〒753‐8501　山口市滝町１‐１

締切：７月３１日（木）必着

　子どもたちの健やかな育成をサポートするため、教育研修所
を改編し、設置した「やまぐち総合教育支援センター」。課題を
抱える子どもや親、教育現場への専門的支援の強化や県民総参
加による教育の充実を図ってまいりますので、保護者の皆様方
の教育へのより一層のご理解とご協力をお願いします。

ロボット展で紹介する一部のロボットを
山口市中心商店街で公開します。
8月4日（月）中市コミュニティホール
8月9日（土）どうもんパーク
（詳細はWebページをご覧ください）

まちなか
イベント開館時間 ９：00～16：30

※８月６日（水）、７日（木）「山口ちょうちん祭」19：00まで
   ８月11日（月）～17日（日）間は18：00まで時間延長

一般730円、学生510円
（20名以上の団体は、一般620円、学生410円）
※18歳以下及び70歳以上の方、高等学校・中等教育学校・
　特別支援学校等の生徒の方は無料

観 覧 料

「マッスルスーツ」
腕の筋力を補完する医療
ロボット。

アザラシ型「パロ」
癒し系ロボット。

ムラタセイサク君
平均台の上でも倒れずに自転車
を走らせます。

受付ロボット「アクトロイド」
第１号機は愛知万博で受付
嬢として活躍しました。

読者プレゼント
　世界の最先端をいく日本のロボット技術は今や新たな産業になりつつあります。
毎年、山口博物館が自信を持って開催する夏の企画展。
　今年は、さまざまな目的で開発されたロボットたちを紹介することにより、私
たちの未来を支えてくれる科学技術への理解を深めていただきます。

「ロボット展」開催！ ～県立山口博物館～
  招待券
プレゼント
詳細は巻

末を

　　ご覧
ください

。

愛する萩
の海

から来た
飯

２枚１セット
色はおまかせ
ください

２鉢１セット
観葉植物は
含まれません

萩のブランド魚、瀬つき
あじを使ったシュウマイ
です。
レトルトパックですから
そのまま湯せんでＯＫ。
お勧めはフライパンでの
蒸し焼きです。

〈作り方〉
❶ 残りごはんをおかゆにする

。　　

❷ おかゆの上にサラダをのせ
る。

❸ ドレッシングをかける。 萩市田万川子どもの生活リ
ズム向上委員会より

「家庭の元気応援キャンペ
ーン」Webページには、朝

食簡単レシピを

他にも掲載しています。

瀬つきあ
じの

シュウマイ

10名様

特別支援学校　生徒手作り作品プレゼント

２名様

５名様

「暮らしの中でリラックス」セット
【下関南総合支援学校】
＊①～③をセットにして、２名の方にプレゼント

朝食づくりに挑戦⑤ 

山口博物館ロボット展ペア招待券 10名様
開期：８月５日●火～２４日●日

　 高等部生徒による作品
　 食事やティ－タイムに！

ランチョンマット＆コースター
【周南総合支援学校】
＊５名の方にプレゼント

２枚１セット

学校にお越しいただきます

あじしゅー萩♥海来飯

企業のページ
・やまぐち教育応援団
・県内最先端技術　など

保護者のページ
・子育てＱ＆Ａ
・ＰＴＡ活動
・親の相談窓口　など

こどものページ
・学習コンテンツ
・進路情報
・いじめ相談　など

先生のページ
・モデル授業ビデオクリップ
・自作教材
・知っておきたい教育法規
　　　　　　　　　など

※Webページのデザインはイメージであり、実際のものとは異なります。

サラダがゆ（１人分）

〈材料〉
●ハム、シーチキン、ゆで

卵等　

●レタス、にんじん、トマ
ト、ラディッシュ、コーン

等

●ごはん　茶碗２／３杯　
　　（残りごはんでよい）

●ドレッシング（ノンオイ
ル）

ふれあい夢通信編集部より

山口県教育庁　教育政策課教育企画班
〒７５３‐８５０１　　山口市滝町１‐１
ＴＥＬ：０８３‐９３３‐４５３０
ＦＡＸ：０８３‐９３３‐４５３９
Ｅメール：a501001@pref.yamaguchi.lg.jp

「ふれあい夢通信」編集部

関連行事

県立山口博物館
　電 話（083）922-0294
　FAX（083）922-0353

家庭の元気 で検索！



はじめまして「やまぐち総合教育支援センター」です！
次代を担う子どもたちの健やかな育成を総合的に支援するため、４月１日に誕生しました。 子どもや親への支援

教育現場への支援子どもや親への支援

地域･社会の参加による教育の充実

教育現場への支援 地域･社会の参加による教育の充実

必要に応じて
臨床心理士やネット

アドバイザーなどの専門
家がアドバイスを行います

もうすぐ
幼稚園に入園

するのにおむつが
はずれない

授業中、
席を離れたりして、
落ち着きがない

子どもが学校に
行きたがらず、
不登校気味…

友だちから
嫌われている
ような気がする

障害のあるお子さんの専門的な相談や支援を行います！

「教育力向上指導員」制度子どもの教育に関する悩みや問題の解決を総合的にサポートします！

「やまぐち教育応援団」創設！
　山口県教育委員会では、地域社会全体でも子ども
たちを育むため、今年度、学校等の教育活動を支援す
る県内の事業所等と協働して「やまぐち教育応援団」
を創設します。
　応援団に登録した事業所等は、学校の要請に応じ
て、職場体験や講師派遣などの支援を行います。
　登録された事業所等は、山口県教育委員会から認
定証の交付を受け、企業活動における「やまぐち教
育応援団」の名称及び制度のイメージを図案化した
「ロゴ」を使用することができます。

　学校では、子どもたち一人ひとりが「生きる力」を身に付け、将来、一人の社会人・職業人として自立
できるようにキャリア教育を推進しています。

キャリア教育とは？
　小学校の早い段階から発達段階に応じて、各教科や総合的な学習の時間、道徳の時間や学校行事など様々な学校の教育活動全体を通じ
て、子どもたち一人ひとりに自分にふさわしい生き方を実現しようとする意欲・態度や能力を育む教育のことです。

不登校（園）や問題行動
集団生活や友人関係
家庭での養育・保育

心や身体に関する悩み
学校での学習や生活
障 害 に 関 す る こ と

月～金 8：30～17：15（火・木は21：00まで）　※祝日、年末年始を除く相談時間

相談者
相談員

悩  み

子どもの方は▼
子どもふれあいテレホン　083（987）1241

お子さんの立場に立った
きめ細かい就学相談
を行います。

地域や学校での
研修への協力を
します。

学校などを訪問して
相談支援を行います。

医師や
臨床心理士が専門
的な相談を行います。

就労・進路に関する
適性検査や進路相談を行
います。

不注意、多動性、衝動性などの
ため、学習や集団行動に困難を
示す。

ADHD
知的発達の遅れはないものの、
特定の能力（話すこと等）の習得
に著しい困難を示す。

LD
自閉症の特徴と同じですが、言語
の発達に遅れがないので、周囲か
らその障害に気づかれにくい。

アスペルガー症候群 知的発達の遅れを伴わない自閉症。
〈自閉症とは〉
•人との関係がとりにくい
•コミュニケーション障害
•限定された興味関心

高機能自閉症

●❶ 学習指導に関すること
●❷ 生徒指導、進路指導等に関すること
●❸ 学校体育、学校保健又は学校給食に関すること
●❹ 部活動等に関すること
●❺ 特別支援教育に関すること　
●❻ その他教育活動に関すること

対象分野（注１）

●❶ 校内外での授業等の公開
●❷ 他校への訪問指導等
●❸ 学校サポートチームへの参画
●❹ 各種研修会での講師

など

活動内容

教育に関するご相談は 子どもと親のサポートセンター がお受けします

保護者の方は▼
保護者ふれあいテレホン　083（987）1243

一般の方は▼
ふれあい総合テレホン　　083（987）1240 ふれあいメール　soudan＠center.ysn21.jp

ふれあいファックス　083（987）1258
FAX・メールでもご相談に応じています。

お 気 軽 に ご 相 談 く だ さ い ！
いじめに関する相談は▼
いじめ110番（24時間対応）　083（987）1202

●発達障害のあるお子さんの成長をサポートします。

障害に関する相談支援は ふれあい教育センター が行います

発達障害
に関する相談　　　　　　　　  支援をより充実させます!

注１：教育力向上指導員によって異なります

県内の事業所

●職場見学･就業体験の受入れ
●学校等への講師の派遣　
●福利厚生施設等の開放　など

※事業所等の募集開始は８月からを予定

県内の事業所等 や
ま
ぐ
ち
教
育
応
援
団

各

学

校

等

支援内容
➡

➡

登録
情報
提供

要請
支援

Fight！Fig
ht！

　5月22日に山口市立阿知須小学校で、教育力向
上指導員の公開授業が行われ、多くの先生方が参
観に来られました。
　この日は、「平和のためにできること」をテーマ
にした６年生の道徳の授業でした。子どもたちの
真剣なまなざしと自分の学校で生かそうと熱心にメモを取る参観者の姿が印象
的でした。本年度は、このほかにも生徒指導、部活動、特別支援教育など様々
な分野で、教育力向上指導員（全42名）の活躍が期待されます。

「教育力向上指導員」とは？ 
　教育力向上指導員とは高い専門性と卓越した指導力を有する教員のことで、２年間の任期で公開授業などを
通じ、本県教員全体の指導力の向上を図るための活動をしていきます。

「やまぐち教育応援団」がキャリア教育などの学校教育活動をサポート！

たとえば、「キャリア教育」においては、
「やまぐち教育応援団」により、学校と事業所等との連携がさらに拡充されます。

 「大人に学ぶ小学生サポートプラン」
小学校での地域の方々を招いた集中講座

 「キャリア・スタート・ウｨーク」
中学生が実際の職場を体験

「インターンシップ推進」
高校生が企業等で就業を体験

発達段階に応じた体験学習の推進

他の事が
気にかかって
集中できない



古紙配合率100%
白色質100%再生紙を使用しています。

CONTENTS
●特集
　「子どもたちの健やかな育成をサポートします」
　～やまぐち総合教育支援センター～
●県立山口博物館「ロボット展」
●ふれあい掲示板　～イベントカレンダー～
●朝食づくりに挑戦！

子どもたちの健やかな育成をサポートします
～やまぐち総合教育支援センター～

保護者向け 山口県教育広報誌 31号（2008年）

ふれあい夢 信通
地域・社会のページ
・教育ちょっといい話
・教育ボランティア
・生涯学習　　　など

❶ 有資格者によるマッサージを１時間無料で！

❷ 手作りのしおりを点字用紙の
　 袋に入れて！

❸ 観葉植物にピッタリ！
　 ミニ植木鉢

やまぐち総合教育支援センター（山口市）

「わくわく、どきどきサイエンス～スターリングエンジンを作ろう～」
 8／5火・6水 （各10：00～12：00、14：00～16：00）

●対象：小学3～6年生（保護者同伴）　●定員：各回20人　　
●締切：開催日の1週間前まで（定員になり次第締切）

☎083（987）1190
http：//www．ysn21．jp/

開催日

県立山口博物館（山口市）

歴史常設展示第Ⅰ期「古文書の世界」
 7／9水～9／7日 （9：00～16：30）

●休館日：毎週月曜日、7月22日（火）（7月21日、8月11日・18日の月曜日は開館）

☎083（922）0294
http：//www.yamahaku.pref.yamaguchi.lg.jp/

開催日

スポーツ交流村（光市）

マリン☆アクティブ☆キャンプ～親子で挑戦する海辺の活動～
 7／26土・27日
●対象：幼児（年少～年長）とその家族　●定員：40名程度　●締切：定員になり次第

☎0833（71）1144
http：//www.kouryumura.net/

開催日

秋吉台少年自然の家（美祢市）

秋吉台お月見コンサート
 9／13土～14日（1泊2日）
●対象：幼児（4・5歳）とその家族　●定員：40名程度　●締切：8月28日（木）

☎08396（2）0581
http：//www.c-able.ne.jp/̃akishoji/

開催日

ふれあいパーク（岩国市）

科学の祭典（科学工作・実験等）
 8／9土・10日（希望者は宿泊可）
●対象：小学生以上　●締切：当日受付

☎0827（63）1513
http：//www10．ocn．ne．jp/̃furepaku/

開催日

十種ヶ峰青少年野外活動センター（阿東町）

「時が止まるキャンプ」
 9／6土～7日（1泊2日） 
●対象：家族　●定員：12家族50名　●締切：8月29日（金）

☎083（958）0033
http：//www.journey-k.com/̃tokusagamine/

開催日

大島青年の家（周防大島町）

何もないから、何でもできる！～周防大島の無人島で過ごそう～
 8／9土～11月（2泊3日）
●対象：小・中・高生　●定員：30名　●締切：7月26日（土）

☎0820（76）0913
http：//www.genki.gr.jp/oshima-seinen/

開催日

光青年の家（光市）

秋の味覚を探そう
 10／18土～19日（1泊2日）
●対象：小・中学生とその家族　●定員：12家族程度　●締切：10月4日正午

☎0833（72）5512
http：//www.hikari-seinen.jp/

開催日

油谷青年の家（長門市）

海のお魚つかまえ隊
 10／18土～19日（1泊2日）
●対象：小・中学生とその保護者　●定員：30名　●締切：10月3日（金）

☎0837（32）1000
http：//member.hot-cha.tv/̃htc11281/

開催日

萩青年の家（萩市）

夏休み思い出日記「わくわく大冒険」
 8／17日～20水（3泊4日）
●対象：小・中学生　●定員：40名　●締切：8月4日（月）

☎0838（22）4730
http：//www．genki．gr．jp/hagisei/

開催日

県立山口図書館（山口市）

「戦争なんかもういやだ～昔の戦争、今の戦争～」（子ども資料室展示）
 7／1火～9／28日
●休館日：毎週月曜日、7月31日（木）、8月29日（金）

☎083（924）2111
http：//library.pref.yamaguchi.lg.jp/

開催日

子どもたちと一緒に参加、見学できるイベント案内

詳しい内容については、各施設にお問い合わせください。

ふれあい掲示板
イベントカレンダー
【2008年7月～2008年10月】

山口県の教育情報をやまぐち総合教育支援
センターから発信します！（９月１日開設予定）

ふれあい交差点
　韓国慶尚南道は山口県の姉妹提携先で
すが、山口県教育委員会も平成９年から
本格的に慶尚南道と教育分野での交流活
動を行っています。
　毎年、慶尚南道の高校生が山口県を訪
れていますが、5月２８日、高校生１４
名が県庁を表敬訪問し、藤井教育長の歓
迎を受けました。高校生は３泊４日の日
程で、下関中等教育学校や岩国総合高等
学校を訪問し、山口県の高校生と交流を
行いました。
　９月には、山口県の高校生が慶尚南道
を訪問する予定です。

「韓国慶尚南道高校生の山口県訪問」

子どもたちの学び・育ちを支援する学習コンテンツや進路情報、教員の教育実践など、
山口県の教育情報をやまぐち総合教育支援センターから発信します。

家庭の元気
応援キャンペーン

萩商工高校では地元の海産物問屋㈱井上商店の
ご支援を得て、「萩・翼（ウイング）維新隊」
を組織し商品開発に取り組んでいます。生徒が
自信をもって開発したオリジナル商品２点を
セットにしてプレゼントします。

いか・えび・ほたて、海の幸
から出た旨味をたっぷりとじ
こめました。
作り方は超簡単！
あたたかいご飯にさっとまぜ
るだけで出来上がり。

会期中全日実施
（雨天中止）
１回300円
※博物館屋上にて
　体験できます。

平成20年８月５日（火）～８月24日（日）
（会期中休館日なし）

会　　期 お問い合わせ先

Webページ
http://www.yamahaku.pref.yamaguchi.lg.jp/

早寝早起き 朝ごはん 読　　書 外遊び

セグウェイ
乗車会

応募方法

萩商工高校のオリジナル
萩海産物加工品セット

プレゼントをご希望の方は、住所、氏名、年齢、職業、電話番号、ご希
望プレゼント名、「ふれあい夢通信」の感想・意見を記入し、はがきで
ご応募ください。下関南総合支援学校のプレゼントは学校へ平日に来校
できる方のみのご応募とさせていただきます。なお、当選者の発表は発
送をもってかえさせていただきます。

送付先：山口県教育庁　教育政策課教育企画班
「ふれあい夢通信」編集部プレゼント係
〒753‐8501　山口市滝町１‐１

締切：７月３１日（木）必着

　子どもたちの健やかな育成をサポートするため、教育研修所
を改編し、設置した「やまぐち総合教育支援センター」。課題を
抱える子どもや親、教育現場への専門的支援の強化や県民総参
加による教育の充実を図ってまいりますので、保護者の皆様方
の教育へのより一層のご理解とご協力をお願いします。

ロボット展で紹介する一部のロボットを
山口市中心商店街で公開します。
8月4日（月）中市コミュニティホール
8月9日（土）どうもんパーク
（詳細はWebページをご覧ください）

まちなか
イベント開館時間 ９：00～16：30

※８月６日（水）、７日（木）「山口ちょうちん祭」19：00まで
   ８月11日（月）～17日（日）間は18：00まで時間延長

一般730円、学生510円
（20名以上の団体は、一般620円、学生410円）
※18歳以下及び70歳以上の方、高等学校・中等教育学校・
　特別支援学校等の生徒の方は無料

観 覧 料

「マッスルスーツ」
腕の筋力を補完する医療
ロボット。

アザラシ型「パロ」
癒し系ロボット。

ムラタセイサク君
平均台の上でも倒れずに自転車
を走らせます。

受付ロボット「アクトロイド」
第１号機は愛知万博で受付
嬢として活躍しました。

読者プレゼント
　世界の最先端をいく日本のロボット技術は今や新たな産業になりつつあります。
毎年、山口博物館が自信を持って開催する夏の企画展。
　今年は、さまざまな目的で開発されたロボットたちを紹介することにより、私
たちの未来を支えてくれる科学技術への理解を深めていただきます。

「ロボット展」開催！ ～県立山口博物館～
  招待券
プレゼント
詳細は巻

末を

　　ご覧
ください

。

愛する萩
の海

から来た
飯

２枚１セット
色はおまかせ
ください

２鉢１セット
観葉植物は
含まれません

萩のブランド魚、瀬つき
あじを使ったシュウマイ
です。
レトルトパックですから
そのまま湯せんでＯＫ。
お勧めはフライパンでの
蒸し焼きです。

〈作り方〉
❶ 残りごはんをおかゆにする

。　　

❷ おかゆの上にサラダをのせ
る。

❸ ドレッシングをかける。 萩市田万川子どもの生活リ
ズム向上委員会より

「家庭の元気応援キャンペ
ーン」Webページには、朝

食簡単レシピを

他にも掲載しています。

瀬つきあ
じの

シュウマイ

10名様

特別支援学校　生徒手作り作品プレゼント

２名様

５名様

「暮らしの中でリラックス」セット
【下関南総合支援学校】
＊①～③をセットにして、２名の方にプレゼント

朝食づくりに挑戦⑤ 

山口博物館ロボット展ペア招待券 10名様
開期：８月５日●火～２４日●日

　 高等部生徒による作品
　 食事やティ－タイムに！

ランチョンマット＆コースター
【周南総合支援学校】
＊５名の方にプレゼント

２枚１セット

学校にお越しいただきます

あじしゅー萩♥海来飯

企業のページ
・やまぐち教育応援団
・県内最先端技術　など

保護者のページ
・子育てＱ＆Ａ
・ＰＴＡ活動
・親の相談窓口　など

こどものページ
・学習コンテンツ
・進路情報
・いじめ相談　など

先生のページ
・モデル授業ビデオクリップ
・自作教材
・知っておきたい教育法規
　　　　　　　　　など

※Webページのデザインはイメージであり、実際のものとは異なります。

サラダがゆ（１人分）

〈材料〉
●ハム、シーチキン、ゆで

卵等　

●レタス、にんじん、トマ
ト、ラディッシュ、コーン

等

●ごはん　茶碗２／３杯　
　　（残りごはんでよい）

●ドレッシング（ノンオイ
ル）

ふれあい夢通信編集部より

山口県教育庁　教育政策課教育企画班
〒７５３‐８５０１　　山口市滝町１‐１
ＴＥＬ：０８３‐９３３‐４５３０
ＦＡＸ：０８３‐９３３‐４５３９
Ｅメール：a501001@pref.yamaguchi.lg.jp

「ふれあい夢通信」編集部

関連行事

県立山口博物館
　電 話（083）922-0294
　FAX（083）922-0353

家庭の元気 で検索！




