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県と県医師会の協働事業として、１月１８日に兵庫県医師会館で、「こどもの食育～食

べることの大切さ～」をテーマにしたフォーラムが開催され、乳幼児の保護者、栄養士、

幼稚園・保育所関係者約２２0 名が参加しました。
子どもや学生が学校や地域で主体的に取り組んでいる防災活動を顕彰する 1.17 防災

未来賞「ぼうさい甲子園」の表彰式・発表会が、1 月 1２日に兵庫県公館で開催されまし

た。
冒頭、県医師会の足立副会長より、「食をめぐっ

ては様々な問題があり、食に対する安全性、大切

さが失われかねない状況にある。医師会としても

安心して産み育てられる社会になるよう引き続き

取り組んでいきたい」と挨拶されました。

その後、兵庫県立大学環境人間学部教授の永井

成美氏による「子どもの『食べる力』を育む４つ

のアイデア」と題した講演が行われました。早寝

早起の生活リズム、適量でバランスよい食事が健

康な暮らしにつながると、教授の実験結果や映像

を交えながら、わかりやすく解説され、参加者た

ちはユーモアに富んだお話に、熱心に聞き入って

いました。

(問)少子対策課 078-362-4185
１

今回は、全国から 11５校の応募があ

り、グランプリは町内２１地区の津波最高

到達点に「いのちの石碑」の建造を計画し、

集めた募金で設置を進めている女川町立

女川中学校（宮城県）が受賞しました。

県内からは、数年に渡り継続的に優れた

取り組みを応募しているアトリエ太陽の

子（神戸市）が「継続こそ力賞」を受賞し

ました。

井戸知事は、「日頃から未来の災害に備

えておけば被害は小さくなり、復興も早く

なる。自分たちで積み重ねていく将来に対

して、皆さんの思いを一歩一歩行動に結び

つけ、明日の安全に向かって歩み続けてほ
しい」と挨拶しました。

アトリエ太陽の子による作品

(問)復興支援課 078-362-4424

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


知事及び県内の全市町長が一堂に会し、幅広く

意見交換を行う「県市町懇話会」が１月２１日、

県公館で開催されました。

冒頭、井戸知事は「大河ドラマ放送などで兵庫

は今注目をされている。今後も兵庫のあり方に筋

を通し、県と市町が連携を密にしながら兵庫らし

さを進めていきたい」と挨拶しました。

県から「少子対策・子育て支援の推進」につい

て、子ども・子育て支援事業計画の策定、保育サ

ービスの充実、放課後児童クラブの推進などを説

明。市町に対しては、子ども・子育て支援事業計

画策定過程における定期的な県への協議、安心子

ども基金等を積極的に活用した小規模保育等によ

る定員増、放課後児童クラブの開設や開設時間の

延長などを依頼しました。

後の質疑応答では、市町側より、県の女性管理

職の登用についての質問や、「子どもの一時保護施

設を増やして欲しい」との要望が出されました。

(問)少子対策課 078-362-4186
今回はブルーなママの会「ルミエール」

を取材しました。

産後女性の 10～15％が産後うつにな

ると言われています。九州大学病院の吉

田敬子特任教授に「産後うつ」ついて詳

しく話を伺っています。

ぜひご家族揃って番

組をご覧下さい！

美術館スタッフと一緒に特別展「フルー

ツ・オブ・パッション ポンピドゥー・セ

ンター・コレクション」を鑑賞して、作品

のナゾにせまろう！

◆日時：3 月 1 日(土)①10:30～12:00

②13:30～15:00

◆参加費：200 円程度

(※保護者は要観覧券)

◆対象：①小学１年～3 年生とその保護者

②小学４年～中学3年生とその保

護者

（②はこどものみの参加も可）

◆会場：展覧会場

◆募集人数：各回先着 20 名

（保護者含む。）

※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
○放送日 サンテレビ

２月８日（土）8：30～8：45

（再放送 ２月１５日（土）17：45
２

TEL: 078-262-0908



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。

３月は加西市で開催します。問い合わ

せは同市まで。

妊娠中の女性とその家族を対象とした

「マタニティコンサート」（元保育士の女

性デュオあまゆーずによる歌とトークシ

ョー）を開催します。ココロとカラダを元

気にして、赤ちゃんとの楽しい生活にそな

えませんか？

◆日時：平成 26 年 3 月 9 日（日）

13:30～14:30

◆場所：県立こどもの館 多目的ホール

（姫路市太市中 915-49）

◆対象：妊娠中の方とその家族

◆定員：100 名（先着順）

◆参加費：無料

◆申込方法

申込書を郵送、FAX もしく

はインターネット上のフォーム

からお申し込みください。

※ 詳 し く は こ ど もの 館 ホ ー ム ペ ー ジ

(http://kodomonoyakata.jp/)にある募

集案内をご覧ください。

◆問い合わせ先：県立こどもの館指導課
TEL 079-267-1153

「ひょうご子育てコミュニティ」主催に

よる「子育て支援メッセ」が開催されます。

助産師や小児科の先生による子育て相

談コーナーや企業・団体による体験・遊び

のコーナーもたくさんあります。大学や行

政等の子育て支援に関する情報も盛りだ

くさんです。

是非親子揃って遊びに来てください！

◆日時：平成 26 年２月 2３日(日)

11:00～15:00

◆場所：シマブンホール（ＢＢプラザ４階）

（神戸市灘区岩屋中町 4-2-7）

◆参加費：無料

※ベビーカーでご入場いただけ

ます。また、授乳室も用意

しています。

◆問い合わせ先

少子対策課 078-362-4185
開催日時 開催場所 問い合せ先

3/16（日）

13:00～15:30
加西市地域交流センター

加西市ふるさと創造部

ふるさと創造課

0790-42-8706
３

【県立男女共同参画センター】
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兵庫県では県内の各企業・店舗等事業者の協賛

により、18 歳未満の子どもがいる子育て世帯を

対象とした割引・特典等のサービスを行う「ひょ

うご子育て応援の店」

事業を実施しています

（現在県内の物販、飲

食、その他サービス業

を中心に約 4,500 店

が協賛）。

詳しくは、兵庫県のホームページ「ひょうご子

育て応援の店」をご覧ください。

http://www.hyogo-kosodate.jp/

県内のイベントの案内や児童館、

認定こども園の紹介など、日々子育

て支援情報を発信していますので、

是非ご覧下さい！

こども・子育てひみつ基地 検索

県立図書館からのお知らせ！

「今年度取り組んだこと」・「来年度

取り組みたいこと」について、情報交換

しませんか？図書館と学校の連携につ

いての取組発表を元に、来年度の取り組

みに生かしていきましょう！

◆日時：３月６日（木）13:00～16:30

◆会場：県立図書館 １階第２研修室

◆募集対象：図書館等職員、学校図書館

担当教職員、読書ボランティア団体

◆定員：６０人（先着順）
◆申込：県立図書館協力課

〒673-8533 明石市明石公園1番27号

電話 078-918-3366（代表） FAX 078-918-2500

※電話・ＦＡＸ・郵送、県立図書館のホームページ、いずれでもお申込みできます。
(問)少子対策課 078-362-3385
土居安子さん（大阪国際児童文学振興

財団主任専門員）を講師に迎え、新しい

絵本を中心に、その魅力や楽しさをたっ

ぷりと語っていただきます。

◆日時：３月６日（木）10:00～12:00

◆会場：県立図書館 １階第２研修室

◆募集対象：図書館等職員、教職員、子

ども読書ボランティア、関心のある方

◆募集人数：５０人（先着順・

参加無料）
４

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 

集部からのお知らせ
ご子ども未来通信｣は､市町､企業､
･商工会､青年会議所､地域団体･
係機関などや希望者に電子メール
しています。新たに配信を希望さ

下記アドレスに｢未来通信･配信希
ください。未来通信に掲載する記事
集しております。ご希望の方は下
絡下さい。

対策本部(健康福祉部こども局少
shoshitaisaku@pref.hyogo.lg.jp


