兵庫県少子対策本部ニュース 第８５号

平成 25 年（2013 年)７月

ひょうご

子ども未来通信７月号
http://web.pref.hyogo.lg.jp/hw08/hw08_000000008.html

○放送局 サンテレビジョン
いくちゃん
○放送時期
平成 25 年 7 月〜平成 26 年 3 月
本放送 第２土曜日 8：30〜8：45
再放送 第３土曜日 17：45〜18：00
兵庫県少子対策課提供

安心して子どもを生み育てられるよう、子
育てに対する悩みや不安解消を図り、家族の
大切さ、子どもの正しい生活習慣について啓
発するテレビ番組を７月からサンテレビで
放送します。

※番組のテーマ、放送日は変更になる場合があります。

放送日

再放送日

放送内容

第１回

7/13（土）

7/20（土）

初めての赤ちゃん（第 1 子・０歳児を持つ家族の不安解消）

第２回

8/10（土）

8/17（土）

子どもの生活習慣（たべる・ねむる）

第３回

9/14（土）

10/5（土）

子どもの病気（急病時の対応と心構え）

第４回

10/12（土）

11/2（土）

あそび（遊ばせ方と見守り方）

第５回

11/9（土）

11/16（土） 反抗期（イヤイヤ期の対応）

第６回

12/14（土）

12/21（土） パパの子育て

第７回

1/11（土）

1/18（土）

祖父母の子育て

第８回

2/8（土）

2/15（土）

産後うつ（母親のケアと家族のサポート）

第９回

3/8（土）

3/15（土）

ちょっと気になる子どもの成長と行動
(問)少子対策課 078‑362‑418５

県連合婦人会は、
「ふるさと兵庫〜創造と共生のふる
さと兵庫づくりのために、今、家族、地域の絆を再生
しよう〜」をテーマに、高砂市文化会館で兵庫県婦人
大会を開催し、約８００人が参加しました。
県連合婦人会の北野会長は、「これまで、婦人会とし
て様々な活動を行ってきたが、人としてのあるべき姿
を若い世代に伝えきれていなかった。その結果、いじ
めなどの社会的問題の一因になっており、私たち世代には、若い世代に家族のつながり
やその大切さを伝えていく責任がある」と挨拶しました。
その後、知事が「兵庫から未来を拓く」と題して講
演し、「婦人会は地域の総合活動団体であり、 家族や
地域の絆を育む仲介者 「ふるさと」を次代につなぐ
継承者
女性の視点により地域の元気を生む推進者
地域の安全・安心を守る活動者 として、一層の活
躍を期待したい」と呼びかけました。
(問)男女家庭課 078‑362‑3169
１

県の少子対策・子育て支援の推進母体で、
厚生労働省の発表によると、本県の平成
24 年の合計特殊出生率（１人の女性が一生

関係団体代表者等が集う「新ひょうご子ども
未来プラン推進協議会（会長代理：伊藤篤神
戸大学大学院教授）が５月 29 日、兵庫県私

の間に生む子どもの数に相当）は前年と同率
の 1.40 となりました。全国の合計特殊出生
率は 1.41 で前年の 1.39 を上回りました。

学会館で開催されました。

全国の婚姻件数は 66 万 8788 組で、前年
より 6893 組増加しました。平均初婚年齢は
夫 30.８歳、妻 29.２歳で前年よりそれぞれ
0.1 歳、0.2 歳上昇しました。また、第１子
出生時の母の平均年齢は 30.3 歳となり、ま
すます晩婚・晩産化が進んでいます。

度への対応に取り組む」との挨拶があり、そ
の後、県から「新ひょうご子ども未来プラン
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冒頭、太田健康福祉部長から「新ひょうご
子ども未来プランの推進、子ども子育て新制
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プログラム２０１２取組実績」などを説明し
ました。各委員から、「待機児童対策は量と
同時に質の問題も重要」
、
「待機児童問題だけ

1.39 1.39 1.40

でなく、幅広い年齢層など色々な視点から取
り組むべき」
、
「子育ては楽しいという雰囲気

1.33
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全国

づくりが大切」
、
「少子化、子育てに関する意
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見は多様。それぞれの立場で今できることに
参加することが必要」など、活発な意見交換
が行われました。
(問)少子対策課 078‑362‑4186

H24

(問)少子対策課 078‑362‑4186

兵庫県助産師会子育て・女性健康支援センターが主催する
『ベビーマッサージ・育児相談』が 6 月 13 日（木）に神戸
市立生田文化会館で行われ、親子 5 組が参加しました。
お母さんたちが歌ったり、話しかけたりしながら、赤ちゃ
んの体をマッサージしていくと、赤ちゃんはにっこり笑って
とても気持ちよさそうで、お母さんにも笑顔があふれていま
した。その後は身長・体重の測定、育児相談が行われ、お母
さんたち同士で情報交換をした
りと、終始和気あいあいとした ☆日時：毎月第２木曜日
（10：00〜11：30）
雰囲気でした。
☆場所：神戸市立生田文化会館
子育て・女性健康支援センタ
ーは地域の助産師とも連携して ☆次回の開催は７月１１日（木）、
次々回は 8 月８日（木）です。
活動しています。
(問)一般社団法人兵庫県助産師会
子育て・女性健康支援センター 078‑362‑1188
２

家族のきずなを深めるきっかけづくりを進
める「家族の日」運動の一環として、「家族の
日」写真コンクールの作品を募集しています。
○テーマ：「家族とふるさと」
家族で写っている写真であればＯＫです（カ
ラーまたは白黒写真でプリントしたもの）。
○締切：平成 25 年 9 月 30 日(月)必着
○詳しくは下記問い合わせ
先または県ＨＰから「家
族の日写真コンクール」
で検索してみてください。
第５回知事賞受賞作品

(問) 男女家庭課 078‑362‑3169

男女共同参画の視点から防災・減災に
ついて親子で学ぶ「防災・減災体験セミ 開催日時
ナー」を県内市町と共催で開催します。 7/20（土）
13:30〜
セミナーでは、クイズやゲームのほか、 16:00
ミニワークなどを楽しみながら､｢体験｣を 7/27（土）
通して身につけられる内容で、身近なもの 10:00〜
12:00
を活用して｢防災に備えるくらしの知恵｣ 8/24(土）
を学び、地域や家庭で｢もしもの時｣につい 10:00〜
12:00
て考える絶好の機会です。
8/31（土）
７月､８月開催の詳細は問い合せ先まで。 13:30〜
（９月以降も順次、開催予定。)
15:30

＜作り方＞
①炊飯器に米、水、純カレー粉、コンソメ、た
まねぎ、にんじんのみじん切り、しょうゆ、
天然塩を入れて炊く。
②ウインナーを茹でて、２本分はそれぞれを 6
等分の輪切りにする。残り 6 本は縦半分に切
り、肩の部分に使う。
③プチトマトは縦 2 つに切る。
④レーズンは水で洗っておく。
⑤炊きあがったピラフをよく
混ぜあわせて丸く型をとり、
図のように盛りつける。
３

桜山公園内の 4 施設（姫路科学館、
星の子館、兵庫県立こどもの館、姫路
市自然観察の森）が共同で開催する、
夏休みの恒例イベントです。
こどもの館では、縁日あそび、落書
き広場、巨大迷路など楽しいイベント
が盛りだくさんです。夏
休みの一日を是非ご家族
でお楽しみください。
○日時：7 月 20 日（土）、21 日（日）
両日とも 9：30〜16：0０
(問)県立こどもの館
079‑267‑1153

【兵庫県立男女共同参画センター】
開催場所

問い合せ先

三木市立教育セン
ター4F 大研修室

三木市男女共同参画セ
ンター 0794-89-2331

加古川市男女共同
参画センター

加古川市男女共同参画
センター 079-424-7172

高砂市役所南庁舎
2 階会議室 1

高砂市男女共同参画セ
ンター 079-443-9133

福崎町文化センター
小ホール

福崎町文化センター
0790-22-3755

＜材料＞（6 人分）
・米
3 カップ
・水
3＋2/3 カップ
・純カレー粉
小さじ 1
・コンソメ
2個
・たまねぎ
中 1/2 個
・にんじん
中 1/2 個
・しょうゆ 大さじ 1＋1/2
・天然塩
小さじ 1
・ウインナー
８本
・プチトマト
3個
・レーズン
１２個
・焼のり
適宜
・ケチャップ
２g

夏の夜空を涼しいプラネタリウムで楽しみ
ませんか？ 隕石が落ちるわけ、そして恐竜
の絶滅と隕石墜落の関係まで、今年は壮大な
ストーリーが聞けちゃいます！！
☆開催日：８月３日（土）
（各回定員４０名、
☆場所：社児童館やしろこどものいえ
１回につき約２０分の上映）
（兵庫県加東市東古瀬４７７−１）
☆上映時間
☆参加費：無料
就学前の幼児（概ね 5 歳以
☆申込方法
① 10：30〜
電話、FAX、メールで参加者全員の名
上）と保護者
前、子どもの年齢、希望の時間帯、住所、
② 11：30〜 小学校低学年と保護者
電話番号を下記までお知らせください。
③ 13：30〜 小学校高学年と保護者
☆申込先：社児童館やしろこどものいえ
中学生以上（高校生、大学生
TEL ・ FAX 0795‑42‑8543
④ 14：30〜
大歓迎。保護者も可）
メール kosodate@city.kato.lg.jp
（受付完了のメールを送ります）
⑤ 15：30〜 5 歳以上の方ならどなたでも

○あいサポ会員（個人、パーティ参加）
＜登録無料＞

あいサポ応援団（企業等）が企画・開
兵庫県では県内の各企業・店舗等事業者の協賛
催する出会いイベントに参加
により、18 歳未満の子どもがいる子育て世帯を
できます。
対象とした割引・特典等のサービスを行う「ひょ ○はばタン会員（お見合い）
＜年度登録料 3000 円＞
うご子育て応援の店」事
会員同士の合意が得られた場合、「お
業を実施しています（
見合い」の機会を提供します。
現在県内の物販、飲食、
☆詳細は下記ホームページをご覧くだ
その他サービス業を中心
さい。
http://hdsc.seishonen.or.jp
に約 4,500 店が協賛）
。
☆会員のお申し込みは、最寄りのセン
詳しくは、兵庫県のホームページ「ひょうご子
ターへお問い合わせのうえ、お越し
育て応援の店」をご覧ください。
ください。
(問)出会いサポートセンター
http://web.pref.hyogo.lg.jp/hw08/hw08̲
000000024.html
078‑891‑741５
(問)少子対策課 078‑362‑3385
※編集部からのお知らせ
｢ひょうご子ども未来通信｣は､市町､企業､
商工会議所･商工会､青年会議所､地域団体･
NPO、県関係機関などや希望者に電子メール
により配信しています。新たに配信を希望さ
れる方は､下記アドレスに｢未来通信･配信希
望｣と送信ください。未来通信に掲載する記事
も随時、募集しております。ご希望の方は下
記までご連絡下さい。
兵庫県少子対策本部(健康福祉部こども局少
子対策課) shoshitaisaku@pref.hyogo.lg.jp

ひょうご子育て応援メールも
好評配信中です！
子育てに役立つ身近な情報を月 3〜4
回配信しています。
子育て情報やイベント情報をツ
イッターで随時発信していま
す。

http://twitter.com/HyogoKo
sodate
４

regist@magazine.hyogo‑kosoda
te.jp(QR コードからも
読取可)に空メールを送
付し登録してください。

