平成 2７年（201５年)１０月

兵庫県子ども・子育て支援推進本部ニュース 第 112 号

ひょうご

子ども未来通信１０月号
http://web.pref.hyogo.lg.jp/hw08/hw08_000000008.html
出産や育児等で仕事を辞めることなく、希望の働
き方を実現できるよう、必要なスキル等を学ぶ講座
を開催します。
野球を通じて困難に打ち勝つ強い精神力を養う

◆日

時：１０月２３日（金）

とともに、広く児童福祉の増進を図ることを目的

１３：３０～１６：００

として開催されている第６６回全日本少年野球大

◆講

師：西村 美紀代氏（社会保険労務士・心

会（児童自立施設の全国大会）が、８月２４日か

の健康管理士・ｷｬﾘｱｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ）

ら２６日にかけて、岐阜県の長良川球場をメイン

◆対

象：県内在住・在勤の働く女性、産休・育
休中の女性など
◆定
員：２０名（先着）
◆一時保育：あり（１歳半から就学前まで・無料・

会場に開催されました。
近畿地区代表の県立明石学園は、１回戦・２回戦
で２試合連続サヨナラゲームで勝利をもぎとるな

要予約）

ど、チーム全員で粘り強さの真価を発揮し、決勝

このほか、女性のための働き方セミナー「働くマ

戦に駒を進めました。
東北地区代表の秋田県立千秋学園との決勝戦で

マの時間管理術」（１０／９、一時保育あり）、再

は惜しくも敗れたものの、見事準優勝に輝きまし

就職応援セミナー（１０／２１～２３、一時保育あ

た。

り）、個別のチャレンジ相談などがあります。詳し
くはセンターまで。

金澤副知事へ全国大会準優勝の報告を行い、
「こ

◆参 加 費：無料
◆場
所：県立男女共同参画センター

の経験を糧に、社会に出てもがんばってくださ
い。
」とねぎらいと激励の言葉をもらい、子どもた

（イーブン）・セミナー室

ちは力強く「はい」と答えていました。

（JR神戸駅徒歩３分 神戸クリスタ

（問）児童課 ０７８－３６２－３１９８

ルタワー７F）
（問）男女共同参画センター（イーブン）

ストップ！児童虐待

11 月は児童虐待防止推進月間です！

もし「長時間泣いている」「不自然なあざ

＜児童虐待防止２４時間ホットライン＞

がある」など、そんな子どもに気づいた時は、

相談窓口

電話

相談日時

市や町の児童福祉担当課、またはこども家庭

中央こども家庭センター

078(921)9119

センターへお電話下さい。

西宮こども家庭センター

0798(74)9119

川西こども家庭センター

072(759)7799 24時間

専門の職員が慎重に対応します。

姫路こども家庭センター

079(294)9119

あなたの連絡が子どもを守ると

豊岡こども家庭センター

0796(22)9119

ともに、子育てに悩む保護者を

神戸市こども家庭センター 078(382)2525 8:45～17:30

間違っていても、匿名でもかまいません。

支援するための大きな一歩とな
ります。

（夜間休日相談）

078(382)1900 17:30～翌8:45

（問）児童課 ０７８－３６２－３１９８

１

皆さんは、近所の地域の子どもさんの名前（ニッ

小学校入学後子どもが放課後や長い休みをどう過

クネームを含む）を何人知っていますか。

ごすのか気になります。

県が毎年実施している「美しい兵庫指標」県民意

学童保育などの制度を知り、講師の経験も交えて

識調査では、平成２４年度は3人とこの１０年で若

ざっくばらんにお話ししながら、
「子育てと仕事の両

干減ってきています。

立」について一緒に考えませんか？

子どもとあいさつするとき、名前をつけてあいさ

◆日

つしたり、呼びかけたりすると、打ち解けやすくな

１０：３０～１２：００

ります。子どもは、地元の大人が自分を知ってくれ
ている、見守ってくれるという安心感を持ち、子ど
もの方から進んで話しかけてくれることにつながり
ます。
子育て家庭を支える

◆講

師：西本 恭子氏（特定社会保険労務士）

◆対

象：仕事をしながら子育てをしている（し
たい）人（男女問わず）

名前を知っている

このことが地域で

時：１０月１７日（土）

◆定

近所の子どもの数

員：１２名

◆一時保育：あり（１歳半から就学前まで・無料・

平成14年

３．８人

要予約）※１歳半未満のお子さんは同

平成16年

４．１人

伴で参加可能

いくと思います。

平成18年

３．４人

大人の方から進んで

平成20年

３．２人

近所の子ども達へあ

平成22年

３．２人

いさつ・声かけをし

平成24年

３．０人

基礎、地域の安全な
子育てにつながって

ＨＰ：
「イーブン」で検索してね！
Facebook もあります！

（問）県立男女共参画センター（イーブン）

てみませんか。
（問）男女家庭課

０７８－３６０－８５５０

０７８－３６２－４１８５

◆神戸市営地下鉄｢県庁前」徒歩５～７分
◆神戸高速鉄道｢花隈」徒歩５～７分
◆ＪＲ｢元町」徒歩 10～15 分

お申込等、詳しくは当センターの HP をご覧ください！

0

２

平成 27 年度県立こどもの館
「手づくり絵本コンクール」作品募集

「ハロウィンカーニバル」開催
一緒にゲームやダンスをしてハロウィンを楽

児童の創造性や情操を培うため、児童の健全育

しみませんか！！参加のお子様にはもれなくプ
レゼントがあります。また、当日は仮装大歓迎

成に関わる人々の自己表現力を高めることを目

です。

的に、「手づくり絵本コンクール」の作品を募集

(1) 日

します。

時 平成２７年１０月２４日(土)

(1)募集作品

１３：３０～１４：３０

手づくりの絵本（テーマ・大き

(2) 場

所 兵庫県立こどもの館多目的ホール

さ・材質は自由、自ら創作しか

(3) 対

象 県内在住の子どもとその保護者

つ未発表のものに限ります。）

(4) 定

員 先着３００名程度

(5) 内

容 舞台と客席が一体となって、一

(2)応募資格

県内在住又は在勤・在学者（個
人又はグループ）

(3)応募部門

緒にゲームやダンス、歌を楽し

①１８歳未満の部 ・②１８歳以

みます。

上の部 ※年齢は、平成２７年４

(6) 参 加 費

無料

月１日現在

(7) 参加方法

事前申込み不要

(4)募集締切日 平成２８年１月８日（金）まで
(5)表

彰

部門ごとに知事賞最優秀賞１点

第 7 回児童館フェスタ開催

毎日新聞社賞

県内の児童館・児童センターが、日頃の活動や

１点

こどもの館優秀賞 ２点

取組を紹介します。楽しいステージや遊びのワー

こどもの館奨励賞 10点

クショップなどがあります。みんなで遊びに来て
ください。
(1) 日

◇平成26年度知事賞最優秀賞

時 平成２７年１１月２９日（日）
１１時～１５時

(2) 場

所 西宮市立子育て総合センター
「のびのびあおぞら館」
（西宮市津田町 3 番 40 号）

(3) 内

容

➀児童館の活動を紹介するパネル展示コーナー
県内の児童館の様々な取組を紹介します。
➁ステージ発表・遊びや工作コーナー
劇あそびやダンスなどのステージ発表、手づ

兵庫県立こどもの館休館のお知らせ

くり工作や巨大迷路などの遊びのコーナーが

空調・冷暖房設備等の大規模修繕工事のため、

あります。

平成２７年１１月９日（月）～平成２８年４月９
日（土）の間、全館休館します。
ご不便をおかけしますが、ご理解とご協力をお願
いします。
（問）兵庫県立こどもの館
姫路市太市中９１５－４９
ＴＥＬ：０７９－２６７－１１５３
ＦＡＸ：０７９－２６６－４６３２

３

あなたのほほえみで、周囲があたたかい気持ちになります。あなたのほほえみで、地域が変わりま
す。あなたのほほえみで、救えるいのちがあります。ほほえみの輪をひろげましょう。
身近なところで相手の心に寄り添い、ほほえみや笑いを引き出すためのコミュニケーションを学び、
地域で広げる人材を養成します。
【日程】第１回

平成２７年１０月２４日（土）

【講師】癒しと健康研究所

笑医塾塾長

第２回 平成２７年１０月３１日（土）

（小児外科医） 高柳和江 先生

※１回のプログラムですが、両方の受講

【対象】過去に推進リーダー養成講座、サポーター
養成講座を受講された方、サポーターの普

もできます。

及を図る意欲を持っている方

【時間】１０時～１６時（受付９時３０分～）
【会場】第１回 淡路夢舞台 会議室３０１
（淡路市夢舞台１番地）

（問）兵庫県健康福祉部障害福祉局いのち対策室

第２回 西宮市勤労会館４階８会議室

ＴＥＬ：０７８－３４１－７７１１
（内線３０９１）

（西宮市六湛寺町１０－３）
【内容】ありのままの自分を知る、本当の笑いとは

http://web.pref.hyogo.jp/kf09/soudankaikensyuukai.html

※インターネットの申し込みは、兵庫県ＨＰ「いのち
対策」で検索してください。
QRコード

あなたのほほえみで、周囲があたたかい気持ちになります。
あなたのほほえみで、地域が変わります。
あなたのほほえみで、救えるいのちがあります。
ほほえみの輪を広げましょう。
【日時】平成２７年１１月２１日（土）
13時30分～16時

【申込期限】平成２７年１１月６日（金）
【定員】２００名

（受付12時30分～）
【場所】神戸市教育会館 大ホール
神戸市中央区中山手通4丁目10-5

（問）兵庫県健康福祉部障害福祉局いのち対策室

【内容】ありのままの自分を知る

ＴＥＬ：０７８－３４１－７７１１
（内線３０９１）

（自分のすばらしさを知る）、本当の笑い

とは（人を心から感動させるということ） http://web.pref.hyogo.jp/kf09/soudankaikensyuukai.html
など

※インターネットの申し込みは、兵庫県ＨＰ「いの

【講師】癒しと健康研究所
医

笑医塾塾長 小児外科

ち対策」で検索してください。

高柳和江 先生

【対象】地域活動やボランティア活動に熱意を持ち、
この研修成果を地域や所属団体等に広げて
QRコード

いく意欲を持っている方

４

～たばこの害から子どもを守る～
たばこの害についての関心を高め、
特に、大人に比べてたばこの有害物質の影響を受けやすい
子どもを守ることをテーマにフォーラムを開催します。
皆さんのご参加をお待ちしております。
【日

時】平成２７年１１月１９日（木） １３：３０～１６：３０（開場１３：００）

【会

場】兵庫県看護協会

ハーモニーホール

（神戸市中央区下山手通５－６－２４）※ＪＲ元町駅徒歩８分
【行政説明】「兵庫県のたばこ対策の現状について」
兵庫県健康福祉部健康局健康増進課長

西口

久代

【基調講演】「たばこ対策：世界の潮流、日本の現状」
講師：望月 友美子

氏

（国立がん研究センターがん対策情報センターたばこ政策研究部長）
【パネルディスカッション】
「たばこの害から子どもを守る」
コーディネーター

望月

友美子

氏（基調講演講師）

パ ネ リ ス ト

兵 庫 県 医 師 会

副 会 長

兵庫県歯科医師会
姫 路 薬 剤 師 会

理

事

篠山市立丹南中学校

養護教諭

足 立

光 平 氏

高 木

景 子 氏

杉 本

香 織 氏

野々口 ゆかり 氏

【申込方法】 １０月３０日（金）までにＦＡＸまたはＥメールで、「２０１５たばこ対策フォー
ラムinひょうご」参加希望と明記の上、氏名、住所、電話番号、参加人数を記載頂
き、下記申込先へお送り下さい。
【申 込 先】

兵庫県健康増進課受動喫煙対策班
ＦＡＸ: ０７８－３６２－３９１３
E-mail: kenkouzoushinka@pref.hyogo.lg.jp
(問い合わせ先 ＴＥＬ：０７８－３６２－９１５３)

兵庫県看護協会
ハーモニーホール
神戸市中央区
下山手通５－６－24
電話

078-341-0190

地下鉄県庁前駅 徒歩２分
JR 元町駅 徒歩８分
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■一時保育のお知らせ
お子様を預けてゆっくり美術鑑賞はいかがですか？
10 月 14 日(水)、10 月 28 日(水)

芸術の秋にぴったりな造形あそびには、材料も揃え

実施予定

やすく、年齢に応じた表現ができる「粘土」がおす

（前日までに要予約、有料）

すめです。

問合せ：NPO 法人 子育ち家族サポートふるーる
TEL：０９０-３９４８-３７１９

＜粘土の種類＞

FAX：０７８-７５５-０９７３

小さなお子さんでも安全な小麦粉粘土。アレルギ

E-mail:kako-o-kako@m6.gyao.ne.jp

ーの心配がなければ、手作りすることができます。
小麦粉に少しずつ水を入れて混ぜ、ちょうどよい柔

■こどものイベント「こども鑑賞ツアー」

らかさまでこねて完成！塩をいれると痛みにくく、

特別展「パウル・クレー だれにも ないしょ。」を少

油をいれるとまとまりやすくなります。

人数のグループで鑑賞します。
クレーが絵に隠した
「秘

市販品であれば、小麦粉粘土だけでなく、寒天、

密」に迫るとともに、その「秘密」に通じる存在とし

米、蜜ろう、野菜や果物で作られた粘土や、油粘土、

ての子ども、天使や動物を描いた作品も多数出品して

紙粘土など、多くの種類がありますので、お子さん

います。

の年齢、体質等を考慮して選択できます。

10 月 24 日（土）13:30～15:00

＜道具＞

参加費：100 円（高校生以上は別途観覧料が必要）
対 象：小中学生とその保護者（定員 20 名、先着順）

手だけで様々な表現ができますが、道具があれば

問合せ：こどものイベント係

更に表現が広がります。ラップの芯を麺棒に、容器

０７８-２６２-０９０８

を型抜きに利用するなど、特別な道具を揃えなくて
も、身近な日用品で十分代用できます。粘土で何か

■ワークショップ「クレーに挑戦!―脳がめざめるアート

作ろうとしなくても、粘土の感触や、形が変化する

体験―」

様を、大人の方もお子さんと一緒に是非、楽しんで

11 月 1 日（日）

10:00～、13:00～、16:00～

（各回 1 時間程度）

ください。

参加費：500 円（高校生以上は別途観覧料が必要）
対 象：幼稚園以上大人まで（小学 2 年生以下は要保
護者同伴）

(問)おもちゃコンサルタント
竹下 あきこ
E-mail：momlabo@gmail.com

申 込：１０月２０日（火）必着
問合せ：こどものイベント係 078-262-0908

☆詳細は下記ホームページをご覧ください

○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＞
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。

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)ひょうご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」と送信してください。
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。

兵庫県子ども・子育て支援推進本部

こども・子育てひみつ基地
検索
https://www.facebook.com/kodomo.himits

（健康福祉部こども局こども政策課）
kodomoseisaku@pref.hyogo.lg.jp
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