
e-ネット安心講座（e-ネットキャラバン）一覧表 別添２

小・中学校家庭教育学級 2009/1/24（土）14時～16時
埼玉県飯能市立双柳公民館
（双柳学習センター内）

飯能市立双柳公民館・飯能東青
少年健全育成の会

青森県八戸市階上町学校組合立田代
小中学校ＰＴＡ教育講演会

2009/1/25（日）14時～15時30分
青森県八戸市階上町学校組
合立田代小中学校

青森県八戸市階上町学校組合
立田代小中学校

平成20年度　PTA主催　教育講演会 2009/1/25（日）10時～11時30分 岡山県岡山市立大元小学校
岡山県岡山市立大元小学校
PTA

ｅ-ネット安心講座
2009/1/25（日）第一部10時55分～11時
45分、第二部11時50分～12時40分

島根県鹿足郡吉賀町立六日
市中学校

島根県鹿足郡吉賀町立六日市
中学校

e-ネット安心講座 2009/1/26（月）10時～11時30分
神奈川県　横須賀市立粟田小
学校

神奈川県　横須賀市立粟田小
学校PTA

「eネット安心講座」主催者千葉県柏市
立増尾西小学校ＰＴＡ（教頭　柏熊　孝）

2009/1/26（月）10時30分～12時
千葉県柏市立増尾西小学校
体育館

千葉県柏市立増尾西小学校ＰＴ
Ａ

平成20年度　ネットトラブル防止講座 2009/1/26（月）15時～16時30分
石川県七尾市立御祓中学校
（図書室）

石川県七尾市立御祓中学校

e-ネット安心講座
2009/1/26(月) 第１部：8時50分～10時25
分 第２部：10時45分～12時20分

大阪府枚方市立枚方小学校 大阪府枚方市立枚方小学校

携帯電話・インターネット　～その危険
性と正しい使い方～

2009/1/27（火）19時～20時30分
東京都江東区ティアラこうとう
（江東公会堂）大会議室

東京都江東区青少年対策小松
橋地区委員会

宮城県大崎市中央公民館主催　平成
20年度　家庭教育支援事業　「家庭教
育講座」

2009/1/27（火）13時20分～15時
宮城県大崎市立古川第三小
学校　体育館

宮城県大崎市立古川第三小学
校

情報処理研修 2009/1/27（火）15時30分～17時 奈良県立盲学校 奈良県立盲学校

ネットトラブル防止講座 2009/1/28（水）14時45分～16時
石川県羽咋郡宝達志水町立
押水第一小学校　（図書室）

石川県羽咋郡宝達志水町立押
水第一小学校

主催者研修名 開催日時 会場



主催者研修名 開催日時 会場

大阪府岸和田市立東光小学校ＰＴＡ講
演会・生活指導研修会

2009/1/28（水）14時～16時
大阪府岸和田市立東光小学
校

大阪府岸和田市立東光小学校

ケータイ・インターネット安心講座 2009/1/28（水）14時～15時45分
埼玉県久喜市立江面第一小
学校

埼玉県久喜市立江面第一小学
校

インターネット・ケータイ安全教室　親の
心得

2009/1/28（水）14時30分～15時45分 岡山県井原市立稲倉小学校 岡山県井原市立稲倉小学校

埼玉県　飯能市教育研究会視聴覚主
任研修会及び講演会

2009/1/28（水）15時～16時40分 埼玉県飯能市立精明小学校
埼玉県　飯能市教育研究会視
聴覚部会

校内教職員研修会 2009/1/28（水）14時～16時
石川県金沢市立工業高等学
校

石川県金沢市立工業高等学校
（本科第二部）

e-ネット安心講座（仮）　　小中合同学
校保健委員会

2009/1/29（木）15時15分～16時45分
埼玉県戸田市立戸田東中学
校

埼玉県戸田市立戸田東小学校
戸田東中学校　小中合同学校
保健委員会

平成20年度「青少年ネット被害・非行防
止事業」に係る講習会

2009/1/29（木）13時30分～
三重県尾鷲市立尾鷲小学校
体育館

三重県尾鷲市立尾鷲小学校

新十津川小学校PTA研修会 2009/1/29（木）14時30分～16時20分
北海道樺戸郡新十津川町立
新十津川小学校　プレールー
ム

北海道樺戸郡新十津川町立新
十津川小学校　PTA

e-ネット安心講座 2009/1/30（金）18時30分～20時
長野県千曲市立更級小学校
会議室

長野県千曲市立更級小学校

東京都　国立市青少年問題協議会 2009/1/30（金）14時30分～16時
東京都　国立市役所3階大会
議室

東京都　国立市青少年問題協
議会委員

「便利だけど危険！ ネット社会で子ども
も大人も安全に過ごすために」

2009/1/30（金）19時～20時30分
東京都多摩市立鶴牧中学校
クラブハウス

東京都　多摩市青少年問題協
議会　鶴牧・大松台地区委員会

平成20年度「青少年ネット被害・非行防
止事業」に係る講習会

2009/1/30（金）10時～11時30分 三重県鈴鹿市立白子小学校
三重県鈴鹿市立白子小学校内
家庭教育学級



主催者研修名 開催日時 会場

武小学校成人・父親学級合同研修会 2009/1/30（金）19時～20時30分
鹿児島県　鹿児島市武町公民
館

鹿児島県　鹿児島市立武小学
校成人・父親学級

埼玉県桶川市ＰＴＡ家庭教育講演会 2009/1/31（土）13時30分～15時20分
埼玉県桶川市立桶川市民
ホール

埼玉県桶川市ＰＴＡ連合会

子どもへの携帯電話を与える時の心得 2009/1/31（土）13時30分～15時30分 山形県山形市飯塚公民館
山形県山形市立宮浦小学校
「宮浦学区青少年健全育成連絡
協議会」

情報セキュリティの日(2月2日)　イベン
ト

2009/2/2（月）10時30分～12時 神奈川県　岩崎学園ホール
神奈川県　特定非営利活動法
人NPO情報セキュリティフォーラ
ム

職員研修「ケータイサイトの落とし穴」 2009/2/2（月）15時50分～17時 奈良県立添上高等学校 奈良県立添上高等学校

PTA教育講演会 2009/2/2（月）15時～16時30分 北海道旭川市立啓明小学校 北海道旭川市立啓明小学校

立志式
2009/2/2（月）第一部：15時10分～16時
第二部：16時～16時45分

鹿児島県鹿児島市立谷山北
中学校体育館

鹿児島県鹿児島市立谷山北中
学校

ネットトラブル防止講座 2009/2/4（水）13時30分～15時15分
石川県金沢市立長坂台小学
校

石川県金沢市立長坂台小学校
PTA研修委員会

平成20年度第4回苫小牧地区高等学
校生徒指導連絡協議会･第2回モニター
会議

2009/2/5（木）13時30分～15時 北海道苫小牧南高等学校
北海道苫小牧地区高等学校生
徒指導連絡協議会

女性講座 2009/2/5（木）13時30分～15時30分
埼玉県加須市立樋遣川公民
館

埼玉県加須市立樋遣川公民館

ｅｰネット安心講座（仮称） 2009/2/5（木）14時～15時30分
埼玉県飯能市立原市場中学
校

埼玉県飯能市立原市場中学校

ＰＴＡ講演会 2009/2/5（木）10時40分～12時 愛知県小牧市立陶小学校 愛知県小牧市立陶小学校



主催者研修名 開催日時 会場

e-ネット安心講座 2009/2/5（木）14時～16時 山口県宇部市立新川小学校 山口県宇部市立新川小学校

ｅ－ネット安心講座 2009/2/5（木）19時～20時30分
静岡県静岡市清水区岡生涯
学習交流館

静岡県清水青少年育成推進委
員会事務局

ｅ－ネット安心講座 2009/2/5（木）10時10分～11時20分
岡山県美作警察署　会議室（3
階）

岡山県美作警察署管内学校警
察補導連絡協議会　事務局校
岡山県立林野高等学校

中学校区ＰＴＡ役員合同研修会 2009/2/5（木）19時40分～20時50分
鳥取県西伯郡大山町立名和
中学校　さくらホール

鳥取県西伯郡大山町　中学校
区ＰＴＡ連絡協議会

e-ネット安心講座 2009/2/6（金）10時～11時30分
神奈川県　横須賀市立池上小
学校　3階　視聴覚室

神奈川県　横須賀市立池上小
学校PTA

e-ネット安心講座 2009/2/6（金）10時～12時 埼玉県久喜市立久喜中学校
埼玉県久喜市立久喜中学校ＰＴ
Ａ

家庭教育講座 2009/2/6（金）15時～16時30分
石川県鳳珠郡能登町立真脇
小学校

石川県鳳珠郡能登町立真脇小
学校

ｅ－ネット安心講座 2009/2/6（金）14時～15時30分
福島県白河市立白河第一小
学校

福島県白河市立白河第一小学
校

携帯安全教室 2009/2/6（金）13時15分～14時25分
埼玉県松伏町立松伏第二中
学校　体育館

埼玉県松伏町立松伏第二中学
校

e-ネット安心講座 2009/2/7（土）9時30分～11時 宮城県白石工業高等学校 宮城県白石工業高等学校ＰＴＡ

ｅ－ネット安心講座 2009/2/7（土）10時20分～12時
東京都　光塩女子学院　メル
セダリアンホール

東京都　光塩女子学院　中等科

第12回ちば思春期研究会 2009/2/7（土）14時～16時
千葉県千葉市生涯学習セン
ター

ちば思春期研究会

親子で決めるルール　～はじめてのケ
イタイ～

2009/2/8（日）14時～16時
大阪府茨木市男女共生セン
ター　ローズWAM

大阪府茨木市男女共同参画推
進登録団体　グループとぉく



主催者研修名 開催日時 会場

「e-ネット安心講座」 2009/2/8（日）13時30分～15時
東京都八王子市　石川市民セ
ンター

東京都八王子市青少年対策石
川地区委員会（東京都八王子市
立石川中学校内）

島根県奥出雲町立横田中学校インター
ネット・携帯メール等に関する研修会

2009/2/8（日）第一部：15時～15時50分
第二部：16時～16時50分

島根県奥出雲町立横田中学
校

島根県仁多郡奥出雲町立横田
中学校

青少年を有害情報から守る取り組みに
ついて

2009/2/8（日）10時～12時
石川県河北郡内灘町鶴ケ丘
北公民館

石川県　内灘町鶴ケ丘5丁目町
会住民

日高放送・視聴覚研修会 2009/2/9（月）13時10分～14時20分 北海道新冠町立新冠中学校
北海道日高放送・視聴覚教育研
究会

千葉県自閉症協会Ｗｉｌｌクラブ事業部 2009/2/9（月）10時30分～12時 千葉県船橋市中央公民館
千葉県自閉症協会Ｗｉｌｌクラブ事
業部

e-ネット安心講座 2009/2/10（火）10時～11時30分
千葉県松戸市立柿ノ木台小学
校内　パソコン教室

家庭教育学級

e-ネット安心講座 2009/2/10（火）15時30分～16時40分
岐阜県郡上市八幡町相生
1358　郡上市立相生小学校

岐阜県郡上市立相生小学校

平成20年度消費生活サポーター情報
交換会「e-ネット安心講座」

2009/2/10（火）10時30分～12時 新潟県ながおか市民センター
特定非営利活動法人　新潟県
消費者協会

埼玉県朝霞市立朝霞第一小ＰＴＡ家庭
教育学級ｅ－ネット安心講座

2009/2/10（火）10時～11時30分 埼玉県朝霞市立第一小学校
埼玉県朝霞市立第一小学校保
護者会

インターネット安心講座 2009/2/10（火）15時30分～16時40分
静岡県浜名郡新居町立新居
中学校

静岡県浜名郡新居町立新居中
学校

湖東中　PTA　研修会　e-ネット安心講
座

2009/2/10（火）19時30分～21時
熊本県熊本市立湖東中学校
図書室

熊本県熊本市立湖東中学校
PTA　教養委員会

平成20年度「青少年ネット被害・非行防
止事業」に係る講習会

2009/2/12（木）13時45分～15時30分
三重県桑名市立大山田北小
学校  図工室

三重県桑名市立大山田北小学
校ＰＴＡ



主催者研修名 開催日時 会場

PTA教育講演会 2009/2/12（木）14時30分～16時 福島県郡山市立二瀬中学校 福島県郡山市立二瀬中学校

｢e－ネット安心講座｣ 2009/2/13（金）14時50分～16時30分
千葉県松戸市立新松戸南小
学校

千葉県松戸市立新松戸南小学
校

東京都人権擁護委員連合会 研修員会
主催 基礎的研修講座

2009/2/13（金）13時45分～15時30分
東京都　九段第二合同庁舎14
Ｆ　講堂

東京都人権擁護委員連合会

「ｅ－ネット安心講座」 2009/2/13（金）14時～15時45分
静岡県袋井市立浅羽中学校
体育館

静岡県袋井市立浅羽中学校

e-ネット安心講座（学校保健委員会） 2009/2/13(金）15時5分～16時45分
鹿児島県薩摩川内市立鳥丸
小学校　パソコン室

鹿児島県薩摩川内市立鳥丸小
学校

ｅ－ネット安心講座 2009/2/13（金）13時30分～15時
東京都文京区立本郷台中学
校

東京都文京区立本郷台中学校

大阪狭山市青少年指導員・大阪狭山
市ＰＴＡ連絡協議会合同研修会

2009/2/14（土）14時～15時30分 大阪府大阪狭山市立公民館
大阪狭山市青少年指導員会、
大阪狭山市ＰＴＡ連絡協議会

岡山県　足守地区青少年育成協議会
健全育成フォーラム

2009/2/14（土）14時～15時40分 岡山県岡山市立足守公民館
岡山県　足守地区青少年育成
協議会

インターネット安心・安全講座 2009/2/14（土）11時～12時
福井県南越前町立今庄中学
校

福井県南越前町立今庄中学校

平成20年度「青少年ネット被害・非行防
止事業」に係る講習会

2009/2/15（日）14時15分～15時45分
三重県大紀町立七保小学校
講堂

三重県大紀町立七保小学校

インターネット安心キャラバン 2009/2/17（火）14時30分～16時 山形県上山市立北中学校 山形県上山市立北中学校

携帯電話やインターネットなどのメディ
ア利用が小・中学生に及ぼす影響とそ
の実態について

2009/2/18（水）14時～15時30分 大阪府大阪狭山市立公民館
大阪府　大阪狭山市子どもネッ
トワーク協議会　健全育成部会



主催者研修名 開催日時 会場

e-ネット安心講座 2009/2/18（水）18時30分～20時
青森県黒石市立黒石東小学
校

青森県黒石市立黒石東小学校
ＰＴＡ

e-ネット安心講座 2009/2/19（木）10時～11時30分 愛知県小牧市立村中小学校
愛知県小牧市立村中小学校
家庭教育学級

携帯・インターネット犯罪から子どもを
守る安全講座

2009/2/19（木）14時30分～15時50分
長野県岡谷市立岡谷北部中
学校大会議室

長野県岡谷市立岡谷北部中学
校PTA

学校保健委員会 2009/2/19（木）15時50分～17時
鹿児島県曽於市末吉町末吉
小学校

鹿児島県曽於市末吉町末吉小
学校

京都府木津川市ＰＴＡ連絡協議会「講
演会」

2009/2/20（金）18時10分～19時20分
京都府木津川市立恭仁小学
校講堂

京都府木津川市ＰＴＡ連絡協議
会

福岡県　糸島地区子ども会育成連絡協
議会　役員研修会

2009/2/20（金）19時10分～20時40分 福岡県前原市　伊都文化会館
福岡県　糸島地区子ども会育成
会連絡協議会

平成20年度「青少年ネット被害・非行防
止事業」に係る講習会

2009/2/20（金）14時30分～16時
三重県津市白山総合文化セン
ター

三重県津市南地区公立小中学
校教頭会

福島県　夏井・高久地区青少年育成
「教育講演会」

2009/2/21（土）14時～15時30分 福島県いわき新舞子ハイツ
福島県いわき市青少年育成市
民会議平地区推進協議会夏井
支部及び高久支部

させない・されないネット犯罪　～携帯
の匿名メール・ネット書き込み被害から
子供を守るために～

2009/2/21（土）14時～16時
新潟県新潟県立荒川高等学
校視聴覚室

新潟県新潟県立荒川高等学校
ＰＴＡ

ネット社会は危険がいっぱい　知ってい
ますかインターネットのこと

2009/2/22（日）10時～12時 北海道帯広市　とかちプラザ 北海道帯広消費者協会

学校保健委員会 2009/2/23(月）15時～16時30分
埼玉県入間郡越生町立越生
小学校

埼玉県入間郡越生町立越生小
学校

平成20年度「青少年ネット被害・非行防
止事業」に係る講習会

2009/2/25（水）19時30分～21時
三重県津市立西橋内中学校
視聴覚室

三重県津市西橋内地区青少年
育成協議会

e-ネット安心講座 2009/2/26（木）10時～12時
私立　日南学園高校　宮崎穎
学館　（宮崎県）

私立　日南学園高校　宮崎穎学
館



主催者研修名 開催日時 会場

e-ネット安心講座 2009/2/27（金）10時～12時
東京都八王子市立みなみ野
君田小学校

東京都八王子市立みなみ野君
田小学校  やまぼうしの会

ｅ－ネット安心講座
2009/2/27（金）第1部13時25分～14時10
分第2部14時20分～15時5分

長野県下諏訪町立下諏訪南
小学校

長野県下諏訪町立下諏訪南小
学校

わかやまe-ネット安心講座 2009/2/27（金）15時～16時30分
和歌山県海南市民交流セン
ター

和歌山県　海南・海草地方　学
校・警察・青少年センター連絡協
議会

教育相談・いわきネットワーク会議 2009/2/27（金）14時10分～15時40分
福島県いわき市生涯学習プラ
ザ

教育相談・いわきネットワーク会
議メンバー（福島県）

インターネット・携帯電話研修会 2009/2/27(金) 15時～16時30分
大分県中津市　　中津下毛教
育会館

大分県中津市生徒指導連盟

「ｅ－ネット安心講座」 2009/2/28（土）10時50分～12時
山口県光市立大和スポーツセ
ンター

山口県光市青少年健全育成市
民会議主催　「光市青少年健全
育成推進大会」

第3回母親代表部会 2009/2/28（土）14時10分～15時20分 広島県三原市中央公民館 広島県　三原市ＰＴＡ連合会

ｅ－ネット安心講座 2009/2/28（土）13時30分～15時30分
埼玉県加須市立東部コミュニ
ティセンター

青少年育成加須市民会議


