平成 28 年（2016 年)６月

兵庫県子ども・子育て支援推進本部ニュース 第 1２０号

ひょうご

６月号
http://web.pref.hyogo.lg.jp/hw08/hw08_000000008.html
｢子ども食堂」応援プロジェクトに温かいご支援をお願いします！
本年４月より、兵庫県では、ふるさとひょうご寄附金を活用して、「子ども食堂」
応援プロジェクトを実施しています。県では、県内各地で｢子ども食堂｣の立上げ支
援をしたいと考えています。事業の趣旨に賛同いただける、個人・企業の皆さまの
温かいご支援を心からお待ちしています。
● 「子ども食堂」とは？
経済的な理由等により食事が十分にとれていない貧困家庭等の子ども達に、空き店
舗や街中の飲食店の定休日などを利用して、温かい食事を提供する事業です。
兵庫県では、以下の補助を行う予定です。
○ 対象：新たに「子ども食堂」を立ち上げる団体等
○ 内容：冷蔵庫、炊飯器や食器など「子ども食堂」
立上げに必要な経費（上限 20 万円）
● 寄附のメリット
（１）個人の皆さま
寄附（ふるさと納税）を行った場合、2,000 円を越える部分について、所得税と
住民税から原則として全額が控除されます。（一定の上限あり。）

兵庫県

確定申告

控除額

寄附金
8,000 円

10,000 円

実質負担
2,000 円
実 質
2,000 円！

※詳しくは、総務省『ふるさと納税ポータルサイト』をご覧ください。

（２）企業の皆さま

寄附を行った場合、全額、損金算入することが可能です。
また、10 万円以上の寄附をして頂いた企業は、県が発注する建設工事に係る入札
時に｢技術・社会貢献評価項目｣として、６点の加算があります。
● 寄附の方法
詳細は、｢ふるさとひょうご寄附金｣と検索して下さい。
（郵送・FAX・県のホープページから電子申請による申込も可能です。）
お問い合わせは、県生活支援課まで（TEL:078-362-3183）
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募集!!

ワーク・ライフ・バランス 認定・表彰 （応募締切 H28.７.15）

ひょうご仕事と生活センターでは、ワーク・ライフ・バランスを実現する制度整備や、働き方
の見直し、組織風土の醸成等に向けた取り組みを進め、一定の成果を収めている企業、団体等を
「認定」し、さらに先進的な取り組みを実施しているところを「表彰」します。
認定されると？→ホームページ等で広報し、ハローワークの求人票や
求人広告などでＰＲできます。
表彰されると？→新聞や学生向け事例集に掲載され、企業のイメージ
アップになるほか、優秀な人材の確保につながります。
詳しい内容については、下記までお問い合わせください。
表彰を目指して、ぜひご応募ください。お待ちしています。
（問い合わせ先）（公財）兵庫県勤労福祉協会 ひょうご仕事と生活センター
ＴＥＬ：078-381-5277
E-mail：info@hyogo-wlb.jp

平成 28 年度児童福祉週間記念事業

「こいのぼりのつどい」を開催
５月１４日（土）、県内の児童養護施設や乳児院の子どもたちなど、1,000 人が
県立明石公園に集い、「おーい集まれ！こいのぼりのつどい」が開催されました。
各施設の子どもたちが作った手作りのこいのぼりがステージを飾っていました。
初夏を感じる晴天の中、こいのぼりの歌の合奏で幕をあけ、アカペラコーラスを
楽しんだりダブルダッチ（縄跳び）に参加するなど、暑い陽射しの中、会場には
大きな歓声と笑顔があふれていました。また、模擬店やゲームコーナーには長い
行列ができるなど、子どもたちは思い思いに楽しい１日を過ごしました。さらに、
施設の子どもたちや職員が手作りした人形やシュシュなどを販売し、その売上金を熊本県へ義援金と
して送りました。
（問い合わせ先）県児童課 078-362-3198

特別展「立体妖怪図鑑―妖怪天国ニッポン partⅡ―」
会 期：平成 28 年 7 月 16 日（土）～9 月 11 日（日）
休館日：月曜日（7 月 18 日は開館、7 月 19 日は休館）
開館時間：午前 10 時～午後 5 時（入館は午後 4 時 30 分まで）
会 場：兵庫県立歴史博物館 ギャラリー
（〒670-0012 姫路市本町 68 番地 ℡ 079-288-9011）
料金：大人 1,000 円（800 円）、大学生 700 円（550 円）、
高校生 500 円（400 円）、小・中学生 無料
※（ ）内は 20 人以上の団体料金
※障がい者及び 65 歳以上の方は半額。障がい者１人につき、介護者１人は無料。
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兵庫県立男女共同参画センター（イーブン）からのお知らせ
女性のための働き方セミナー◆「乗り越えよう「小１の壁」」
保育所では、仕事が終わるまで子どもを預かってもらえますが、小学校入学後は子どもが放課後や夏休
みをどう過ごすのか気になります。
学童保育などの制度を知り、講師の経験も交えてざっくばらんにお話ししながら、「子育てと仕事の両
立」や「再就職」に向けてどのように「壁」を乗り越えるかを一緒に考えませんか？
日時 ：７月９日（土）1０:３0～1２:00
講師 ：鴨谷 香 さん（キャリアコンサルタント、大学非常勤講師、現役小２の母）
定員 ：８名（定員を超えた場合は抽選）
一時保育：あり 定員６名（１歳半から就学前まで・無料・要予約、１歳半未満のお子様は同伴可）
申込方法: ７月４日（月）までに郵送、ＦＡＸまたは電話
第３回 男女共同参画セミナー「高齢期女性の貧困『高齢期になって見えてくるもの』」
参加者募集
現在、国民の 5 人に 1 人が 65 歳以上の高齢者であり、その 6 割近くを女性が占めています。貧困の
状況は男女で異なり、高齢期になると、女性の相対的貧困率は男性を大きく上回るようになります。
税制・社会保障制度の影響による女性の就業構造、生活困窮に陥る背景、高齢期の貧困の現状など、高
齢期女性の貧困問題と社会保障制度についてお話をいただきます。
日時 ：7 月 7 日（木）10:00～12:30
場所 ：兵庫県立男女共同参画センター セミナー室 ほか
講師 ：田宮 遊子 さん（神戸学院大学経済学部准教授）
定員 ：４０名
参加費：無料
一時保育:１歳半から就学前まで（無料・要予約、定員８名）
申込方法: 所定の申込書に必要事項を記入の上、6 月 30 日（木）までに郵送・ＦＡＸ

第４回 男女共同参画セミナー「女性と子どもの貧困～ひとり親家族の自立支援～」
参加者募集
女性と子どもの貧困の現状や、離婚・労働・社会保障など女性が貧困に陥りやすい社会的な背景、女性
やひとり親家族が自立するために必要な支援などについてお話いただきます。
日時 ：7 月 21 日（木）13:30～16:00
場所 ：兵庫県立男女共同参画センター セミナー室 ほか
講師 ：神原 文子 さん（神戸学院大学現代社会学部教授、NPO 法人しんぐるまざあず・ふぉーらむ・関西 理事長）
定員 ：４０名
参加費：無料
一時保育:１歳半から就学前まで（無料・要予約、定員８名）
申込方法: 所定の申込書に必要事項を記入の上、7 月 14 日（木）までに郵送・ＦＡＸ

お問い合わせ・お申し込み先
兵庫県立男女共同参画センター（イーブン）電話 078-360-8550 FAX 078-360-8558
神戸市中央区東川崎町１－１－３ 神戸クリスタルタワー７階
http://www.hyogo-even.jp/
検索
イーブン
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けん玉やヨーヨーなど、遊ぶためには練習
をして、技能を身につける必要がある、
「スキ
ルトイ」。練習には集中力や、忍耐力が必要で
す。失敗してもあきらめず何度も挑戦するこ
とで、徐々に技を極めていくことができます。
すぐに習得できない分、できた時の達成感と
嬉しさは格別です。まだ市販品を使用できな
い小さいお子さんには、手作りの簡易けん玉
をおすすめします。材料は、紙コップ、玉（新
聞紙を丸めてテープで貼ったものや、毛糸で
作ったポンポンなど）、糸（タコ糸、紐など）、
テープです。まず、紙コップの底に小さな穴
を開け、外側から糸を通し、取れないように
内側で結び目をつくる、またはテープでとめ
ます。次に、もう片方の糸端を玉のほうに結
ぶ、またはテープでとめれば完成です。
努力し、成功する喜びを体感できる「スキル
トイ」は、老若男女問わず遊べるのも魅力で
す。親子三世代で技を競ってみるのも楽しい
ですね。
一番上手なのは・・・誰でしょう？

み

こどものイベント「美術館のひみつ☆美かえる
からの挑戦状 2016」
６月 25 日（土）13：15～15：30（アトリエ 2 にて
13:30～受付開始）
★ 美術館のいろんな場所に隠れている「美かえる
箱」を探して、美かえるの挑戦状に答えながら、美
術館を探検しよう！
対象：小・中学生とその保護者（※小学 2 年生以下
の場合は必ず保護者の同伴が必要）
募集人数：30 名 ※要申込（5/25 の朝 10 時より
電話にて受付・先着順）
参加費：200 円
○申込み・問合せ：
〒651-0073 神戸市中央区脇浜海岸通 1-1-1
兵庫県立美術館「こどものイベント」係
Tel：078-262-0908
■一時保育のお知らせ
６月 30 日（木）
詳しくは、「一般社団法人 Baby ガーデン」
要予約・有料 baby.garden.kobe@gmail.com
■

TEL 090-3948-3719 / FAX 078-755-0973
http://babygarden-kobe.jimdo.com/

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

※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
（健康福祉部こども局こども政策課）

こども・子育てひみつ基地

kodomoseisaku@pref.hyogo.lg.jp

検索

https://www.facebook.com/kodomo.himitsukichi

４

