B A T O N - P A S S
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県立美術館

「くまもと教育の日」
県民フォーラムが行われました

ガラシャと細川家の女性たち
細川ガラシャをはじめ、細川家の女性た
ちはどんな人生を送ったのでしょう？ 華
やかな世界を見に来てね！
◆期

10月24日
（日）
に県立劇場
（演劇ホール）
にて、
県
民フォーラムを実施し、
教育関係者、
児童生徒、
保護
者をはじめとする県民約1000人が参加しました。
「くまもと教育の日」
フォトコンテスト最優秀・優秀
賞表彰、
公立学校善行児童生徒表彰、
教育功労
（優秀
教職員）
表彰と、
明治大学文学部教授 齋藤孝氏に
よる講演
「言葉のもつ力〜家庭・学校における人間
関係を豊かにするコミュニケーション〜」
がありま
した。
多くの皆様の御参加ありがとうございました。

間

平成23年1月7日（金）〜 2月27日（日）
（会期中、展示替えがあります）
◆休館日 月曜日（月曜が祝日の場合は火曜休館）
◆会 場 熊本県立美術館 永青文庫展示室
◆主 催 熊本県立美術館、熊本日日新聞社、
RKK熊本放送
◆観覧料 一般200円、大学生120円、20名以上は団体料金
高校生以下、障がい者手帳をお持ちの方無料
◆お問い合わせ先
熊本県立美術館
TEL.096−352−2111
FAX.096−326−1512

▲

「くまもと教育の日」
フォトコンテスト

《細川こう姫像》部分 永青文庫蔵
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県立天草青年の家

290点の御応募のうち25点の作品が選ばれました。

ナイトウォークin天草
満天の星空の下、
天草の美しい自然にふれながらの夜を通して歩
くことで、
困難に負けない心や達成感などを味わっていただきます。
2コース
（18㎞・23㎞）
を準備し選択していただきます。
◆期 日 平成23年2月5日（土）〜 2月6日（日）
◆対 象 家族、一般（子どもだけでの参加の場合、小学校4年生以上）
◆会 場 熊本県立天草青年の家
◆定 員 50名程度
◆申込期間 平成23年1月23日（日）〜
1月30日（日）
◆申込方法 電話・FAX（先着）
◆参加費 1人2,000円程度
◆申込先 熊本県立天草青年の家
TEL.0969−56−1650
FAX.0969−56−1195
〒861−6102
熊本県上天草市松島町合津5500番地

優秀賞

島田 憲臣
佐々木 芳香、犬童 結香、山下 千恵、星下 久美

島田 憲臣（小国町）
田上 美智子、
渡辺 絢子、
江藤 咲月、
芹田 陽、
前田 恭子、
上田 九宝、
髙田 幸伸、
廣友 徹治、
阪梨 麗、
福山 清華、
松岡 和博、
黒木 晶、
松藤 加代子、
甲斐 響一朗、
田代 英一、
片峯 孝一郎、
茂藤 万莉、
白石 絢莉、
坂本 靖子、
高林 泰宏
※作品は、
教育委員会ホームページ
「くまもと教育の日」
からご覧になれます。

部落差別をはじめあらゆる差別をなくし、一人一人の人権が尊重される社会の実現を
目指して、
2つの行事が開かれました。

子どもは風の子! 〜好き好きスキー〜

熊本県人権子ども集会

真冬の自然の雄大さや厳しさを身近に
感じられるスキーを通して、たくさんの
友達をつくりましょう。
◆期

日

◆対
◆会

象
場

◆定 員
◆申込期間
◆申込方法
◆参加費
◆申込先

10月30日（土）、パークドーム熊本において、小学
校、
中学校、
高等学校、
特別支援学校や各地域から約
7000名の参加のもと開催されました。
この集会は、子ども実行委員会（中・高校生10名）
を中心に運営されました。小、中、高校から人権意識
を高めた体験や活動が報告され、
参加者からは、
応援
のメッセージが返されました。
記念活動では、
出演者
と参加者が一体となった合唱が会場内に響きました。
最後に、
いじめや身の回りの差別をなくし、
みんな
が笑顔で幸せに過ごせることを願う集会アピール文
が、
参加者全員の大きな拍手で採択されました。

平成23年2月10日（木）〜
2月12日（土）2泊3日
小学校4年生〜中学生
熊本県立菊池少年自然の家
五ヶ瀬ハイランドスキー場（宮崎県）
※雪の状態等によっては、大分県の九重
スキー場に変更する場合もあります。
20名（先着順）
平成23年1月13日（木）〜 1月27日（木）
電話受付
一人当たり7,500円程度
熊本県立菊池少年自然の家
TEL.0968-27-0066

熊本県子ども人権作品展
「命と人権」をテーマにした子どもたちの作文、詩、
絵、
ポスターを県内3会場
（11/5〜11/14：熊本県立
図書館・11/20：ゆめタウン光の森・11/27：イオンモ
ール熊本クレア）
に展示し、
多くの方々に御覧いただ
きました。
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県立あしきた青少年の家

冬大好き! 仲良し集合
芦北産のそば粉を使ったそば打ち体
験や朝市への参加など、芦北地域を満
喫できる活動を予定しています。
◆期

日

◆対
◆会

象
場

◆定 員
◆参加費
◆申込期間
◆申込方法
◆申込先

平成23年1月22日（土）〜 23日（日）
1泊2日
▲計石漁港での朝市体験!
家族・グループ
熊本県立あしきた青少年の家・計石漁港・
生涯学習センターみどりの里
20組 80人程度
一人当たり4,000円程度
平成22年12月18日（土）〜平成23年1月9日（日）
電話、FAX、e-mail等で下記までお願いします。
熊本県立あしきた青少年の家
TEL.0966-82-3092 FAX.0966-82-3094
▲親子で魚さばき体験!
Eメール ashisei@hitodukuri.com
※詳細はお問い合わせください。

情報 載!
満

読者アンケート募集！
！
ばとん・ぱすをお読みになった感想を、
平成23年
１月28日までにお寄せ下さい。アンケートにお答
えいただいた方の中から、
抽選で県内の農業・水産
業関係高校１３校オリジナルの実習製品をプレゼ
ントします。
詳 しくは 熊 本 県 教 育 委 員 会 ホ ーム ペ ー ジ
（http://kyouiku.higo.ed.jp/)まで。
今回は郵送で
のご応募も可能です。
たくさんのご応募お待ちして
います。

ホームページアドレスのご案内

★熊本県のホームページ
（http://www.pref.kumamoto.jp/）
★CoLaS（熊本県教育情報システム）
（http://www.higo.ed.jp/）

ばとん・ぱすに対する
ご意見・お便り募集!!

最優秀賞「おじいちゃんと 元気 体操」

入 選

熊本県「人権子ども集会」と
「子ども人権作品展」が開催されました！

▲
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県立菊池少年自然の家

最優秀賞

★熊本県教育委員会のホームページ（http://kyouiku.higo.ed.jp/）
（http://www.parea.pref.kumamoto.jp/manabi/index.asp）
★生涯学習推進センター

アクセスを
おまちしてます。

各コーナーへのご意見・ご要望、
アイデア、
取り上げてほしいテーマなどありましたら、
お気軽にお便りください。
お待ちしております。
熊本県教育庁教育政策課［〒862-8609 熊本市水前寺6-18-1

TEL096-333-2674

FAX096-384-1509］
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