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地域の祖父応援講座が、２月２８日（金）に川西市男女共同参画センターで開催され
ました。シニア世代の男性が自分の孫だけではなく、地域の祖父として地域への関わり
を見つめ直すきっかけとなるよう開催するもので、
「笑ろてるじいちゃんが社会を救う」
をテーマに、お孫さんをお持ちの祖父母の参加がありました。
講師の NPO 法人ファザーリングジャパ
ン関西代表理事の和田憲明氏が、データに
基づいて現代の子育て世代の事情を説明さ
れました。手・体を使うコマ回しなどの昔
遊びや、肥後守（小刀）での鉛筆削りをし
なくなった現代の子どもに、それらを教え
ることができるのはシニア世代に他なら
ず、相互の交流が求められているとのお話
がありました。続いて、子ども達とのふれ
あい、コミュニケーションを取りやすくす
るための簡単なマジックの講習がありまし
た。
「孫・子どもとふれあうきっかけづくり
の参考になり、とても良かった」と好評で
した。
シニア世代が地域で子どもとふれあうこ
との楽しさを感じ、地域活動にもっと積極
的に関わってもらえたらと思います。

「第３回兵庫県子ども・子育て会議」が
３月１７日に兵庫県公館で開催されまし
た。
冒頭金澤副知事より、
「安全で元気なふる
さと兵庫の実現を目指し、平成２６年度少
子対策関連予算として３２０事業、約８５
３億円を計上した。引き続き、安心して子
どもを産み育てられる環境づくりに取り組
む」との挨拶があり、その後事務局より「新
ひょうご子ども未来プランプログラム２０
１４」や子ども・子育て支援事業計画に係
る市町の進捗状況等について説明しまし
た。
各委員からは「保育の質の確保」や「障
害をもつ子どもに対する支援」に関する質
問や意見が出されました。

(問)男女家庭課

(問)こども政策課

078‑362‑3169

１

078‑362‑4186

3 月６日に県立図書館において、大阪国際児童文学振興財団の土居安子氏による『絵
本の魅力を知る・楽しむ』と題した講演会が行われ、図書館職員、読書ボランティア等
約９０人が参加しました。
土居氏はまず「タマゴイスにのり」
（井上洋
介作）を取り上げ、
「表紙から内容が想像でき
る。柔軟な発想や想像力を子どもたちと一緒
に大事にして」と語られました。また、新し
い絵本を中心に、１００冊以上の絵本を紹介、
物語の背景や作者についてわかりやすく解説
され、
「バランスよく新しい絵本も読んでほし
い。今の絵本の傾向を知り、どの本を選ぶか
グループでも話し合って」とお話しされ、参
加者は熱心に聞き入っていました。
(問)県立図書館 078‑918‑3366

◆開催日時：4 月 26 日（土）
◆開催日時：
13:30〜15:30
4 月 26 日(土)10:00〜12:00
◆場所：県立図書館 第２研修室
4 月 27 日(日)10:00〜16:00
◆対象：幼児・小学生と保護者など
◆場所：県立図書館 第２研修室
◆定員：80 人（申込不要）
◆対象：どなたでも（申込不要）
◆内容：ボランティアによる読み聞かせ、 ◆内容：たくさんの絵本に囲まれた部屋
アニマシオンなどの実演（明石市
で自由に手にとって絵本
立図書館と共催）
との出会いを楽しむ
◆費用：無料
◆費用：無料
◆問い合わせ先：県立図書館 078‑918‑3366

「まちの子育てひろば」
「子どもの冒険ひろば」
「若者のゆうゆう広場」の３つのひろば
の関係者が集い、意見交換を行う交流会が３月１０日に神戸市内で開催されました。
冒頭井戸知事は「それぞれのひろばのパター
ンを共有し、財産にして次なる活動につなげて
いってほしい。学生の皆さんは今後とも関心を
もって参加してください。」とエールを送りま
した。その後、「子育てひろばで遊んでみよう
〜次代のひろばを担う人材の育成をめざして」
をテーマに、各ひろばの運営者とひろばの活動
に参加している学生によるパネルディスカッ
ションが行われました。
運営者側からは「出会いを大切に子どもも大
人も成長していける場として進化していきた
い。」、学生側からは「子どもと遊ぶ楽しさを、
まわりの学生にも広めたい。ひろばの人材づく
りの手助けになれれば。」などの意見が出され
ました。参加した他の学生からも意見が出るな
ど、活発な意見交換が行われました。
２

(問)男女家庭課

078‑362‑4185

親、子、孫の三世代が、支え合い助け
合って住むことを推進するため、神戸・
阪神地域の県営住宅において、５月下旬
（入居は８月）に入居者を募集します。
入居要件・募集住宅などは下記までお
問い合わせください。

県と市が協働し、少子対策・子育て支援
を推進していくための会議が、２月２８日
に神戸市内で開催され、県、市町の担当責
任者約１２０人が参加しました。
県各課から平成２６年度の少子対策・子
育て支援の取り組みや子ども・子育て支援
新制度の実施に向けての説明が行われまし
た。その後近隣地域ごとに５つのグループ
に分かれて情報交換会が行われ、新制度に
向けての活発な議論が行われました。

同一の県住において、親世帯１戸子孫
世帯１戸を１組として募集。
３組募集予定

募集する県住、当該県住所在の小学校
区（含む隣接校区）内に居住する世帯と
親子関係にある世帯を対象に募集。申込
時、既に当該小学校区（含む隣接校区）
に居住している世帯の応募は不可。
６戸募集予定
(問)住宅管理課 078‑230‑8470
(問)こども政策課

078‑362‑4186

県立美術館「美術館の日」イベント！
平成 14 年 4 月に HAT 神戸に兵庫県立美術館が開館したのを記念し、4 月 26 日
(土)・27 日(日)を「美術館の日」としてイベントを開催します。下記以外にも、親子で
楽しめる多彩なイベントが盛りだくさん。ぜひ、お越しください！

○キーワードパズル
美術館をすみからすみまで探検して隠さ
れた文字を探そう！全部の文字を揃えると
ステキなグッズをプレゼント♪
○美術館七不思議ツアー
ミュージアム・ボランティアが、普段は気
づかない美術館の「七不思議」をご案内しま
す。
◆時間：①11:30〜②15:00〜(約 45 分)
◆会場：エントランスホールに集合
◆参加費：無料
○わくわくドキドキ えほんのじかん
アーティストが作った絵本を家族みんな
で楽しみませんか？ミュージアム・ボランテ
ィアによる読み聞かせ会です。
◆時間：14:30〜 (約 30 分)
◆会場：美術情報センターにて入退場自由

たきがわ

○瀧川
ミュージアムティーチャーの缶バ
ファクトリー
ッジ 工 場
世界に一つしかない素敵な缶バッジを
作ってみよう♪小さなお子さんから大人
の方まで大歓迎です！
◆時間：11:00〜14:00(受付 13:30 ま
で)※材料が無くなり次第終了します。
◆会場：ホワイエにて入退場自由※先着順
◆材料費：小バッジ 100 円、大バッジ
300 円
【問い合わせ先】
・缶バッジ工場について
TEL078‑262‑0908
・その他美術館の日について
TEL：078‑262‑0905
・HP： http://www.artm.pref.hyogo.jp
３

3 月 10 日（月）、「平成 25 年度西播磨
子育て家庭応援推進員関係機関ネットワー
ク会議／SOS キャッチ専門研修」が開催さ
れました。
兵庫県立西播磨総合リハビリセンターに
て（１）こころと体の発達「食を営む力」
を育む（講師 赤穂健康福祉事務所 加藤
眞奈美副所長）（２）この子たちと家族に
なって（講師 専門里親 田中律子氏）
（３）
児童養護施設の現状とあり方（講師 光都
学園 大野誠園長）の講義を聴いた後、児
童養護施設「光都学
園」を訪問見学しま
した。当日は雪の降
る悪天候にもかかわ
らず５０名あまりの
参加者は熱心に聞き
入っていました。
(問)西播磨県民局 0791‑58‑2124

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/

(問)男女家庭課 078‑362‑4185

○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５000 円＞

『しょうがっこうへいこう』
（作：斉藤 洋／講談社）

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。
(問)出会いサポートセンター
078‑891‑741５

※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こ
ども政策課) shoshitaisaku@pref.hyogo.lg.jp

入学を控えて、不安や
期待が入り交じった新１
年生に読んでもらいたい
絵本です。迷路や、間違
い探し、数当てクイズ、
探し絵など、遊んで学べ
る１冊です。

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。

