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子ども未来通信 1２月号
http://web.pref.hyogo.lg.jp/hw08/hw08_000000008.html
１１月７日、県公館で「子育て応援ネット全県大会」が開催され、子育て家庭応援推進

員など約 4０0 名が参加しました。
(問)少子対策課 078-362-4185
初めに、みすまる保育園の園児による元

気いっぱいの合唱・音楽演奏があり、続い

て、子育て応援ネットの推進母体である加

西市女性団体連絡会、丹波市子育て支援連

絡会による子育て応援ネット活動事例発

表と、寅屋壽廣大阪青山短期大学教授によ

る「児童虐待を防ぐために－親子のつなが

り、地域のつながり－」と題した講演が行

われました。

冒頭、兵庫県地域女性団体ネットワーク

会議の北野美智子会長は、「お互いの尊厳

を尊びながら地域も家族になれる。愛情を

もって接すれば子どもは必ず応えてくれ

る。これからも子どもの心と体の安全を守

っていきたい。」と挨拶。続いて、井戸知

事は「虐待は家庭の問題でもあるが、地域

の見守りも重要。皆様の協力をお願いした

い」と挨拶しました。
１

（公社）兵庫県保育協会と県等は、地域の子

目指す同大会を１１月１６日に新温泉町内で

した。
大会では、保育士の方々が創意工夫して作

成した絵本・玩具等の展示や優秀作品の表彰、

シンガーソングライター新沢としひこ氏によ

る講演が行われ、井戸知事は、「資格を持ちな

がら働いていない保育士さんに、再就職して

いただくような働きかけや研修が必要。また、

小学校低学年の子どもたちを安心して預かれ

る放課後児童クラブの充実も求められてお

り、保育を必要とする子どもたちと小学校低

学年の子がスムーズに支援を受けられるよ

う、皆さん方と共に連携して取り組んでいき

たい」と挨拶しました。
寅屋教授は講演の中で「虐待はどこの家

庭でも歯車が狂えば起こりうる。子どもが

すくすくと育ち、親を犯罪者にしないよう、

皆さんには地域の中で世話焼きになってネ

ットワークをはっていただきたい」等とご

自身の体験談を交えながらお話しされ、参

加者は深く聞き入っていました。
育て家庭に対する支援と保育の質の向上を

開催し、保育関係者等約６５０人が参加しま

(問) 児童課 078-362-3199

http://web.pref.hyogo.lg.jp/hw08/hw08_000000008.html


２

「２０１3 年東はりま地域子育てネット

ワーク交流大会」が、１０月２３日、加古

川ウェルネスパークアラベスクホールで開

催され、東播磨地域の子育て家庭応援推進

員など約２５０名が参加しました。

加古川市ファミリーサポートセンター

や、稲美町及び播磨町の子育て支援センタ

ーが、日頃の見守りなどの活動事例を発表

しました。続いて、兵庫教育大学大学院学

校教育研究科准教授 安原一樹先生が「み

んなで取り組む子育て支援～今、地域に求

められる役割とは～」と題し、地域住民が

常に当事者意識を持って、地域ぐるみで子

育てに取り組む大切さについて講演されま

した。参加者は、先生の話に、時には笑い

も交えながら熱心に聞き入っていました。

児童虐待防止を推進するオレンジリボン

キャンペーンの一環として、11 月 11 日に

神戸大学発達科学部において映画「隣る人」

の上映が行われました。

今回は、未来のお父さんお母さんになっ

ていく学生等若い人たちに児童虐待や児童

養護施設の実態を知ってもらう機会として

実施されました。映画「隣る人」は、ある

児童養護施設の子どもたちと「親代わり」

の保育士との生活を追ったドキュメンタリ

ー映画で、参加した学生からは、「できるだ

け、多くの子どもたちが笑顔でいられるよ

うに自分にでき

る最大のことを

やっていきたい

と思います。」と

いった意見が聞

かれました。

(問)少子対策課 078-362-4186

今回は三田駅前子育て交流ひろばの

「イクメン向上委員会」を取材しました。

パパたちが仕事と育児の両立について

工夫していることなどを話し合いまし

た。

また、Ｅテレ「すくすく子育て」に出

演されている神戸常盤大学の小﨑准教授

に父親の役割について話を伺っていま

す。

ぜひご家族揃って

番組をご覧下さい！

○放送日 サンテレビ

１２月１４日（土）8：30～8：45
（再放送 １２月２１日（土）17：45～18：00）
( 問 ) 東 播 磨 県 民 局 県 民 室 県 民 課

079-421-9214
「昭和モダン展」を学芸員と一緒に鑑賞し

て、本のデザインをじっくり研究したあ

と、オリジナルのブックデザインに挑戦し

てみよう！

◆日時：12 月 14 日（土）10:30～15:30

◆参加費：500 円程度

◆対象：小学 3 年生～中学生

◆会場：アトリエ２

◆募集人数：30 名

※事前申込が必要です。

◆申込・問合せ先

県立美術館こどもプログラム係

TEL: 078-262-0908



子育て支援において優れた取り組みの

あった団体等の表彰と、記念講演を開催

します。

◆日時：12 月 16 日（月）

14：00～15：30

◆場所：兵庫県民会館１１階パルテホール

◆内容

・ひょうご子育て応援賞表彰式

・記念講演：演題「子どもの育つ力」

講師：小西 行郎 氏(兵庫県立リハビ

リテーション中央病院子どもの

睡眠と発達医療センター長)

◆申し込み・問い合わせ先

お名前・ご住所・電話番号・メールアド

レスを記入のうえ、FAX またはメールで

お申し込みください。

少子対策課

電話：078-362-4186

FAX：078-362-3011

mail： shositaisaku@pref.hyogo.lg.jp

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

ナー」を市町と共催で開催しています。

セミナーは、クイズやゲームのほか、

ミニワークなどを楽しみながら､｢体験｣

を通して身につけられる内容です。

身近なものを活用して｢防災に備えるく

らしの知恵｣を学び、地域や家庭で｢もしも

の時｣について考える絶好の機会です。

１月開催の詳細は問い合せ先まで。（２月

以降も順次、開催予定）

産休・育休中の女性を対象に、「仕事と

生活を両立できる？」「職場でうまくやっ

ていける？」など職場復帰に際しての不安

を解消するため、タイムマネジメントやコ

ミュニケーション術、印象アップ術などを

学ぶ連続講座を開催します。

芦屋市、明石市内でも１月～２月に開催

予定です。

◆開催日：１月２４日（金）、２月７日（金）、

２月２１日（金）

◆時間：１０：３０～１２：００

◆場所：県立男女共同参画センター（イー

ブン）

◆定員：１０名（先着順）

※３回連続講座ですが、定員に達しない

場合は各回の参加も受け付けます。

◆一時保育：１歳半～就学前まで・要予約

※１歳半未満のお子さんは同伴で参加可

（問）県立男女共同参画センター

０７８－３６０－８５５０
開催日時 開催場所 問い合せ先

1/18（土）

13:30～16:00
尼崎市女性センター 視聴覚室

尼崎市女性センター

06-6436-6331

1/19（日）

10:00～12:00

川西市男女共同参画ｾﾝﾀｰ

会議室 AB

川西市男女共同参画センター

072-759-1856

1/26（日）

10:30～12:30

三田市まちづくり協働ｾﾝﾀｰ

情報交流ひろば

三田市 人権・男女共同参画プラザ

079-559-5163

1/26（日）

13:00～15:30
小野市うるおい交流館 エクラ

小野市男女共同参画センター

0794-62-6765
３

【県立男女共同参画センター】



こどもの「自分から楽しく＆美味しく食べ

て、元気いっぱい育っていく力」を育むため

の話題をテーマに、フォーラムを開催します。

◆日時：平成 26 年１月１８日（土）

１４：３０～１６：３０

◆会場：兵庫県医師会館 2 階大会議室

◆定員：280 名（先着順）※参加費無料

◆内容：基調講演『子どもの「食べる力」を

育む４つのアイディア』

（講師）兵庫県立大学環境人間学部教

授 永井 成美 氏

◆一時保育：１歳 6 か月～就学前対象。定員

10 名、無料。12 月 20 日（金）

までに要予約、先着順。

◆申込・問合せ先

住所、氏名、職業、連絡先を明記の上、FAX

もしくはメールにてお申し込み下さい。

兵庫県医師会 乳幼児保健係

TEL: 078-231-4114

FAX：078-231-8112

Email：s.sotani@hyogo.med.or.jp

フェイスブック「こども・子育てひみ

つ基地」に加えて、「ひみつ基地隊員の

ブログ」を開設しました！

ブログでは、

○県内の児童館・児童センターの紹介

○県内のイベント情報

○簡単な料理・お菓子のレシピ

などなど、乳幼児から中高生までのお子

様を持つ幅広い子育て世代に向けて、役

立つ情報を発信していきます！是非ご

覧下さい！！

■フェイスブック「こども・子育てひみ
つ基地」
https://www.facebook.com/kodomo.himitsuk
ichi 
■ブログ「ひみつ基地隊員のブログ」
http://ameblo.jp/kodomo-himitsukichi/ 

「いいね！」もよろしく
お願いします！

『サンタのクリスマスハウス』

（スザンナ・ロンチ絵／金の星

社） 
リボンをほどいて開くだけ

の仕掛け絵本です。見る・遊

ぶ・飾る・贈り物に･･･楽しみ

方は色々！魔法のような美しいクリスマ

スハウスです☆お子さんはもちろん大人
○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・開催す
る出会いイベントに参加できます。

○はばタン会員（お見合い）
＜年度登録料 3000 円＞
会員同士の合意が得られた場合、
「お見合い」の機会を提供します。
☆詳細は下記ホームページをご覧ください

http://hdsc.seishonen.or.jp
☆会員のお申し込みは、最寄りのセンターへ

お問い合わせのうえ、お越しください。
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。
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。

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 

※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

(問)出会いサポートセンター
078-891-741５

４

でも楽しめます！ 

http://hdsc.seishonen.or.jp/

