
平成２８年度「家庭の日」絵画・ポスター展 実施要項 

 

１．趣 旨 

三重県青少年健全育成条例では、毎月第３日曜日を「家庭の日」と定めています。 

青少年の健やかな成長に家庭の役割は重要であり、「家庭の日」の普及・啓発を目的に、「『家庭

の日』絵画・ポスター展」を実施します。 

 

２．テーマ   

（１）家族で過ごした思い出 

（２）家族に対する夢や期待 

（３）「家庭の日」の理解と普及の促進 

 

３．主 催    公益財団法人三重こどもわかもの育成財団 

 

４．後 援    三重県、三重県教育委員会、三重県小中学校長会、三重県PTA連合会 

         三重県私学協会、NHK津放送局、三重テレビ放送株式会社  

 

５．募集期間   平成２８年７月２０日（水）～９月９日（金） 

 

６．応募資格 

（１）【児童の部】 県内に在学する小学生  

（２）【生徒の部】 県内に在学する中学生 

 

７．応募作品について 

（１）応募作品は、１人１点とし、未発表のものに限ります。但し、各青少年育成市町民会議等

が主催する同様の大会において発表された作品は応募できます。 

（２）画材及び作画方法は、ペン・色鉛筆・パステル・水彩・版画・切り絵など、自由とします。 

（３）画用紙の大きさは四つ切り（３８ｃｍ×５４ｃｍ）とします。 

 

８．作品の提出について（応募いただく小・中学校でご留意いただく事項） 

（１）作品には、展示用名札（別紙１）を作品の下部（中央）へ貼付して提出してください。 

（２） 作品は筒状に丸めないでください。送付途中に折れることを防ぐために段ボール等で挟ん

で梱包し提出してください。 

（３）作品は、小学校１～３年から３点以内、４～６年生から３点以内、中学校１～３年生から

５点以内を選考し、応募作品一覧（別紙２）を添付のうえ、次のとおり提出してください。 

なお展示用名札（別紙１）と、応募作品一覧（別紙２）は、ホームページ 

http://www.mie-cc.or.jp/ikuseihp_katei/index.html からもダウンロードして、ご利用い

ただけます。 



（４）提出スケジュール 

① 公立学校 

当該地域の各青少年育成市町民会議等（連絡先一覧 別紙３）へ９月２３日（金）まで

に提出ください。 

各青少年育成市町民会議は、公益財団法人三重こどもわかもの育成財団へ１０月７日

（金）までに提出 

② 国・県・私立学校等は、公益財団法人三重こどもわかもの育成財団へ９月２３日（金）

までに提出してください。 

 

９．作品の審査について 

審査は１１月中旬に実施し、結果は１１月下旬に当該地域の各青少年育成市町民会議及び

応募いただいた各学校長等宛に通知します。 

 

１０．作品の展示について 

①三重県立みえこどもの城内にて展示 

展示期間  平成２８年１１月下旬～平成２８年１２月下旬（予定） 

②三重県庁内１F県民ホール及び各市町の展示場所等を予定 

  展示期間  平成２９年１月中旬～平成２９年１１月中旬（予定） 

 

１１．表彰について 

表彰式    平成２８年１２月あるいは平成２９年１月のいずれかの日曜日（予定） 

賞状・副賞の贈呈 

三重県立みえこどもの城 舞台スペース（予定）  

各賞     小学校１～３年生…知事賞（１点）、理事長賞（２点）、奨励賞（３点） 

小学校４～６年生…知事賞（１点）、理事長賞（２点）、奨励賞（３点） 

中学校１～３年生…知事賞（１点）、理事長賞（２点）、奨励賞（３点） 

みえこどもの城館長賞（来館者の投票による）（１点） 

 

※なお、応募者全員に参加賞を学校を通して後日お届けします 

 

１２．作品及び表彰式時の写真等の取り扱いについて了解いただきたい事項 

（１）作品を展示、印刷物等とする際には、タイトル、学校名、学年、名前、作品のコメント、

表彰式で撮影した写真を表示します。 

（２）作品を展示、掲示するにあたり、作品の四隅にテープ等を使用します。 

（３）最大限配慮しますが、作品の展示、掲示によって、作品が破損、紛失等する場合がありま

す。 

（４）データ化した作品は主催者に帰属します。 

（５）会場スペースの都合により、提出いただいた作品すべてを展示することが出来ない場合が

あります。 



（６）表彰式で撮影した記録写真は当財団の広報紙等の出版物に掲載する場合がありますのでご

了承ください。 

（７）応募作品は、入賞作品以外は原則として返却いたしません。 

   返却を希望される場合は、平成２９年２月１０日（金）までに当財団までご連絡ください。 

 

１３．問い合わせ先 

〒515-0054 松阪市立野町１２９１ 中部台運動公園内 

公益財団法人三重こどもわかもの育成財団（三重県立みえこどもの城）  

総務・子ども若者育成事業部 総務・子ども若者育成事業グループ  

TEL：0598-23-7735／ FAX：0598-23-7792 ／ E-mail ： ikusei@mie-cc.or.jp 

ホームページアドレス ： http://www.mie-cc.or.jp/ikuseihp_katei/index.html 



年生

年生

※応募の際、点線に沿って切り取り、１枚ずつ作品の中央真下へお貼りください。

① は、小学校・中学校の名前をお書きください。
② は、作品提出時の学年をお書きください。
③ は、作品についての思い（なぜ、この作品を書いたか）などを

お書きください。

展示用名札 ←この位置に貼ってください。（縦作品の場合は、縦方向下部になります）

※用紙が不足する場合は、コピーをしてください。
※ご記入いただいた情報は、本事業においてのみ使用いたします。

※展示用に使用しますので、「＊展示番号（欄）」
には何も書かないでください。　【展示用名札】この部分は、〈　のりしろ　〉にご利用ください。

名　前

　【展示用名札】この部分は、〈　のりしろ　〉にご利用ください。
※展示用に使用しますので、「＊展示番号（欄）」

には何も書かないでください。

＊展示番号（欄）

＊展示番号（欄）

②

（ 別紙１…名札 ）

③作品の
コメント

タイトル

ふりがな

　小学校・中学校（共通）

学校

　平成２８年度「家庭の日」絵画・ポスター展　展示用名札

作品

学校

タイトル

③作品の
コメント

名　前

ふりがな ①



(別紙２-小学校1～3年生用）

推薦部門
「児童の部（小学校　低学年）」

※小学校１、２、３年生のみの応募作品一覧です。

学校名

学校住所 〒

電話番号

ＦＡＸ番号

メールアドレス

担当者
たんとうしゃ

※小学校１、２、３年生のみの応募作品一覧です。

※小学校は各部門、３名までの推薦枠です。

　■１～３年生で、
　 　作品を描いた人の数 人

※この総数に基づき、作品に取り組まれた児童への参加賞送付数とさせていただきます。

人

※この全児童数は本事業の参考資料（取り組み割合等）データとさせていただきます。

　■学校内の全児童数

Ｎｏ．

平成２８年度「家庭の日」絵画・ポスター展　応募作品一覧

①

②

③

小２

小３

小１

小２

小３

小１

小２

小３

小１

タイトル
ふりがな

名       前
性別

学年
（丸をつけて

ください）



(別紙２-小学校４～６年生用)

推薦部門 「児童の部（小学校　高学年）」
※小学校４、５、６年生のみの応募作品一覧です。

学校名

学校住所 〒

電話番号

ＦＡＸ番号

メールアドレス

担当者
たんとうしゃ

※小学校４、５、６年生のみの応募作品一覧です。

※小学校は各部門、３名までの推薦枠です。

　■４～６年生で、
　　 作品を描いた人の数 人

※この総数に基づき、作品に取り組まれた児童への参加賞送付数とさせていただきます。

人

※この全児童数は本事業の参考資料（取り組み割合等）データとさせていただきます。

平成２８年度「家庭の日」絵画・ポスター展　応募作品一覧

タイトル
ふりがな

小６

小４

名       前
性別

学年
（丸をつけて

ください）
Ｎｏ．

①

　■学校内の全児童数

小４

小５

②

③

小５

小６

小４

小５

小６



(別紙２-中学校用)

推薦部門 「生徒の部（中学校　全学年）」
※中学校１、２、３年生の応募作品一覧です。

学校名

学校住所 〒

電話番号

ＦＡＸ番号

メールアドレス

担当者
たんとうしゃ

※中学校１、２、３年生の応募作品一覧です。

※中学校は各部門、５名までの推薦枠です。

■学校内で、この事業のために　
　 作品を描いた人の総数 人

※この総数に基づき、作品に取り組まれた生徒への参加賞送付数とさせていただきます。

人

※この全児童・生徒数は本事業の参考資料（取り組み割合等）データとさせていただきます。

⑤

中１

中２

中３

■学校内の全生徒数

名       前

②

中３

中１

④

中１

中２

中３

③

中２

中３

中１

中２

性別
学年

（丸をつけ
てくださ

Ｎｏ．

平成２８年度「家庭の日」絵画・ポスター展　応募作品一覧

①

中１

中２

中３

タイトル
ふりがな



No. 　　　　　　　　団　体　名 郵便番号 住　　所 電話番号 FAX番号
北勢地区

1 桑名市青少年育成市民会議 511-8601
桑名市中央町2-37
桑名市総務部生涯学習課
青少年サポートセンター内

0594-24-1245 0594-24-1247

2 いなべ市青少年育成市民会議 511-0292
いなべ市大安町大井田2704
いなべ市教育委員会生涯学習課内

0594-78-3521 0594-78-3509

3 木曽岬町青少年育成町民会議 498-8503
桑名郡木曽岬町大字西対海地251
木曽岬町教育委員会教育課内

0567-68-1617 0567-69-1441

4 東員町青少年育成町民会議 511-0251
員弁郡東員町大字山田1700
東員町教育委員会社会教育課内

0594-86-2816 0594-86-2854

5 四日市市青少年育成市民会議 510-0085
四日市市諏訪町2-2四日市市総合会館3階
四日市市こども未来部こども未来課
青少年育成室内

059-354-8247 059-354-8061

6 菰野町青少年育成町民会議 510-1292
三重郡菰野町潤田1250
菰野町教育委員会教育課社会教育室内

059-391-1160 059-391-1195

7 朝日町青少年育成町民会議 510-8102
三重郡朝日町大字小向1893
朝日町教育委員会教育課生涯学習室内

059-377-2513 059-377-2515

8 川越町青少年育成町民会議 510-8123
三重郡川越町大字豊田一色314
川越町教育委員会生涯学習課内

059-366-7140 059-364-4813

9 鈴鹿市青少年育成市民会議　※ 513-0801 鈴鹿市神戸1-17-5鈴鹿市役所別館第3内 059-382-0713 059-382-0713

10 亀山市青少年育成市民会議 519-0195
亀山市本丸町577
亀山市教育委員会生涯学習室内

0595-84-5057 0595-82-6161

津地区

11 津市青少年育成市民会議 514-0027
津市大門7-15  津センターパレスビル2階
津市教育委員会生涯学習課津市青少年センター内

059-225-7172 059-228-4756

松阪地区

12 松阪市青少年育成市民会議 515-8515
松阪市殿町1315-3
松阪市教育委員会いきがい学習課内

0598-53-4401 0598-26-8816

13 多気町青少年育成町民会議 519-2181
多気郡多気町相可1587-1
多気町教育委員会教育課社会教育係内

0598-38-1122 0598-38-1130

14 明和町青少年育成町民の会 515-0332
多気郡明和町馬之上944-6
明和町中央公民館内

0596-52-7125 0596-52-7012

15 大台町青少年健全育成推進協議会 519-2404
多気郡大台町佐原750
大台町教育委員会内

0598-82-3791 0598-82-3115

南勢志摩地区

16 伊勢市青少年育成市民会議 519-0592
伊勢市小俣町元町540
伊勢市教育委員会社会教育課内

0596-22-7886 0596-23-8641

17 鳥羽市青少年育成市民会議 517-0022
鳥羽市大明東町1-6
鳥羽市教育委員会生涯学習課社会教育係内

0599-25-1268 0599-25-1263

18 志摩市青少年育成市民会議 517-0592
志摩市阿児町鵜方3098-22
志摩市教育委員会生涯学習スポーツ課内

0599-44-0339 0599-44-5263

19 玉城町青少年を育てる会 519-0415
度会郡玉城町田丸114-1
玉城町教育委員会生涯教育課内

0596-58-8212 0596-58-7588

20 度会町青少年育成町民会議 516-2195
度会郡度会町棚橋1215-1
度会町教育委員会内

0596-62-2422 0596-62-1647

21 大紀町青少年育成町民会議 519-3111
度会郡大紀町大内山849-3
大紀町教育委員会生涯学習課内

0598-72-4040 0598-72-2470

22 南伊勢町青少年育成町民会議 516-1492
度会郡南伊勢町神前浦15
南伊勢町教育委員会内

0596-77-0002 0596-76-1660

伊賀地区

23 伊賀市青少年育成市民連絡会議 518-0873
伊賀市上野丸之内500
伊賀市教育委員会生涯学習課内

0595-22-9679 0595-22-9692

24 名張市青少年育成市民会議 518-0492
名張市鴻之台1-1
名張市教育委員会文化生涯学習室内

0595-63-7892 0595-63-9848

紀北地区

25 尾鷲市青少年育成市民会議 519-3616
尾鷲市中村町10-50
尾鷲市教育委員会生涯学習課少年センター内

0597-23-8295 0597-23-8294

26 紀北町青少年育成連絡会議 519-3292
北牟婁郡紀北町紀伊長島区東長島769-1
紀北町教育委員会生涯学習課内

0597-46-3125 0597-47-5910

紀南地区

27 熊野市青少年育成市民会議 519-4329
熊野市井戸町796
熊野市教育委員会社会教育課内

0597-89-4111
（内線415）

0597-89-6614

28 御浜町青少年育成町民会議 519-5204
南牟婁郡御浜町阿田和4926-1
御浜町教育委員会生涯学習係内

05979-2-3151 05979-2-3157

（別紙３）

青少年育成市町民会議連絡先一覧

29 紀宝町青少年育成町民会議 519-5701 南牟婁郡紀宝町鵜殿1147-2
紀宝町教育委員会教育課生涯学習室内

0735-32-0241 0735-32-3009

※鈴鹿市の公立小中学校は、鈴鹿市教育委員会教育指導課へ提出してください。【〒513-0801】鈴鹿市神戸1丁目18-18（TEL 059-382-9028　FAX　059-383-7878）


