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■

れきはくロビーコンサート
① 男声ア・カペラコーラスグループ「ブラックガム」による歌声をお楽しみく
ださい。
・日 時：８月５日（土）14：00～
・費 用：無料
② 池内里花さんによるマリンバの演奏をお楽しみください。
・日 時：８月 26 日（土）14：00～ ・費 用：無料
■ れきはくアカデミー「学芸員がこの夏どうしても紹介したい館蔵資料」
特別企画展「れきはく玉手箱」関連講座として、魅力的な館蔵資料の数々を紹
紹介します。
・日 時：8 月 6 日（日）14：00～15：30
・定 員：100 名（先着順）
・費 用：無料
歴はく倶楽部（８月）作品例
■ いきいきトライアル「姫路はりこ・お面の絵付け」
伝統工芸品「姫路はりこ」に絵付けし、動物のお面をつくります。
問合せ先：
・日 時：8 月 19 日（土）13：00～15：30
兵庫県立歴史博物館
・定 員：25 名
〒670-0012
（事前申込。申込期間は７月 19 日（水）～8 月 2 日（水））
兵庫県姫路市本町68
番地
・費 用：1,000 円（友の会会員 600 円）
TEL ：079-288-9011
■ 歴はく倶楽部「ダンボール箱で貯金箱をつくろう」
FAX ：079-288-9013
ついお金を入れたくなるような貯金箱をつくります。
http://www.hyogo-c.
・日 時：8 月 27 日（日）10：00～11：30、13：00～14：30
ed.jp/~rekihaku-bo/
・定 員：午前・午後ともに 25 名（先着順）・費 用：１回 100 円

締切：8/4(金)

あなたの作品をポスターに！キャッチフレーズ募集中！！

ワーク・ライフ・バランス（ＷＬＢ）のいっそうの普及を図り、県内企
業・事業所での取組を促進するためのキャッチフレーズを募集します。
グランプリ作品はポスターにするなど、広く活用いたします。詳しい内
容については、センターホームページ（http://www.hyogo-wlb.jp）もしく
は下記までお問い合わせください。
＊ ワーク・ライフ・バランス（ＷＬＢ）とは･･･仕事にやりがいや充実感
を感じ責任を果たしながら、子育てや介護、家庭や地域での生活、自己啓
発など個人としての私生活も充実させるという考え方です。
表彰
グランプリ（兵庫県雇用対策三者会議賞:３万円）
準グランプリ（兵庫労働局長賞・働き方改革賞:１万円）
佳作（ひょうご仕事と生活センター長賞:５千円）

応募ﾌｫｰﾑ
(QR コード)

問合せ先：（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
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■

「美術館のひみつ★美かえるからの挑戦状 2017」
★ 今年も美かえるから挑戦状が届きました！みんなで挑戦状をたどりながら、美術館を探検
しよう♪
・日 時：７月 22 日（土） 13:30 ～ 16:00 ・対 象：小学３年生～高校生とその家族
・定 員：30 名 ※要申込み(６/22 の朝 10 時より電話にて受付・先着順)
・参加費：200 円(材料費、保険) ※大学生以上は要観覧券
■ 県美プレミアム展Ⅱ関連「夏休みスペシャル 2017」
「のりちゃん先生の夏休みの工作相談室」「展示室でわいわいわい」
「コレクション de 工作！」「昼下がりのバッジ工場」
・日 時：８月５日（土）、６日（日）11:00 ～ 16:00 ・受付場所：アトリエ２
・対 象：こども優先・入退場自由・先着順 ※混雑時に入場制限することがあります。
■ 怖い絵展 関連「もっと怖い絵をかこう！」
担当学芸員と一緒に「怖い絵」をみて、絵の中の世界で起こったことを想像して、もっと怖
くしてみよう！
・日 時：８月 26 日（土）１回目 10:15～12:30、２回目 14:00～16:15
・対 象：小学校３年生～高校生 ・参加費：200 円程度（材料費、保険）
・定 員：各回 25 名 ※要申込（７/26 の朝 10 時より電話にて受付・先着順）
■ 一時保育
問合せ先：兵庫県立美術館
・日 時：８月 10 日(木)・24 日(木)
こどものイベント係
〒651-0073
詳しくは、「一般社団法人 Baby ガーデン」
・要予約・有料 http://babygarden-kobe.jimdo.com/ 神戸市中央区脇浜海岸通１丁目１番１号
TEL:078-262-0908 FAX:078-262-0903
・問合せ：TEL 090-3948-3719 / FAX 078-755-0973
・メール：baby.garden.kobe@gmail.com

児童扶養手当・特別児童扶養手当 受給者の方へ
～現況届・所得状況届の提出が始まります～
児童扶養手当受給者の方は『現況届』、特別児童扶養手当受給者の方は『所得状況届』を次の
期間に提出することとされています。
この届により、平成 28 年分所得等を確認し、平成 29 年８月分以降の手当の支給について決定
しますので、受給者の方は必ずお住まいの市区町の福祉担当課に提出してください。
この届を提出されないと平成 29 年８月以降の手当はお支払いできません。
また、この届を２年間提出されない場合は、時効により受給資格がなくなります。

児童扶養手当『現況届』
《提出期間》平成 29 年８月１日～８月 31 日
※状況に応じて添付書類が異なりますので、詳細はお住まいの市区町の福祉担当課にお問い合わ
せください。

特別児童扶養手当『所得状況届』
《提出期間》平成 29 年８月 12 日～９月 11 日
※状況に応じて添付書類が異なりますので、詳細はお住まいの市区町の福祉担当課にお問い合わ
せください。
※昨年度の届出内容から変更がある場合はマイナンバーを記載いただく必要があります。マイナ
ンバーと本人を確認できる書類等をお持ちください。
問合せ先：兵庫県 児童課 家庭福祉班
TEL:078-362-3201 FAX:078-362-0061
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メール :jidouka@pref.hyogo.lg.jp

（１）

男女共同参画セミナー参加者募集

①
第６回「医師が語る女性の心とからだの健康」
・日
時：平成 29 年８月３日(木)10:00～12:30
・講
師：大門 美智子さん（兵庫県医師会理事 兵庫県産婦人科学会理事）
② 第７回「女性の生き方と貧困～ひとり親家族の自立支援～」
・日
時：平成 29 年８月３日(木)13:30～16:00
・講
師：神原 文子さん（神戸学院大学現代社会学部教授）
②
第８回「防災・復興における女性の参画とリーダーシップ
～国際的な視点からみた女性のエンパワーメントとは～」
・日
時：平成 29 年８月 18 日(金)13:30～16:00
・講
師：松岡 由季さん（国際連合国際防災戦略事務局(UNISDR)駐日事務所代表）
（２） 育休復帰応援セミナー

～育休復帰後のライフプラン～

すごろくを使ったワークショップで社会保険や年金などの制度を知り、これからのライフプラ
ンについて一緒に考えましょう。（カップルでの参加及び１歳半未満のお子様同伴可）
・日
時：平成 29 年８月１日（火）10:00～12:00
・講
師：大津 恵美子さん（キャリアコンサルタント・スマイルポート大津 代表）
・申込締切：平成 29 年７月 20 日（木）
（３）

仕事づくりセミナー

～起業への一歩を踏み出そう

起業をめざしている方を対象に、社会保険、融資等、個人事業主として必要な基礎知識を学ぶ
とともに、事業計画書の作成や営業活動の手法等について、学び合うセミナーを開催します。
・日
時：平成 29 年８月 26 日、９月２日、９日、16 日（全て土曜日）10:00～16:00
・講
師：宇田 名保美さん（中小企業診断士・ＡＤＵ株式会社代表）他
◆
◆
◆
◆
◆

会
場：県立男女共同参画センター セミナー室
受 講 料：無料（※（３）は交流会参加費として 500 円必要）
定
員：
（１）
：各回 40 名（先着順） （２）
：10 名(組)（抽選） （３）
：30 名（先着順）
一時保育：一部あり １歳半から就学前まで 要予約・無料
（【定員】（１）：８名 （２）：６名 ）
申込方法：ホームページ掲載（予定）の所定の申込書に必要事項を記入の上、FAX・郵送・
持参または電話にてお申し込みください。
問合せ先：兵庫県立男女共同参画センター・イーブン
〒650-0044 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
電話：078－360－8550
FAX：078－360－8558
http://www.hyogo-even.jp/

兵庫県では、家族のきずなを深める「家族の日」運動の一環と
して、
『わが家の「家族の日」』をテーマに、家族のあたたかさや
きずなの大切さを感じる写真を募集しています。
選ばれた作品は 11 月に開催される「ひょうご家庭応援県民大
会」で表彰・展示されるほか、「家族の日」運動啓発ポスターな
どに掲載されますので皆さん奮ってご応募ください。
締切：平成 29 年 10 月２日（月）必着
※ 詳細は下記ＵＲＬからアクセスいただくか、兵庫県ホームペ
ージから「家族の日写真コンクール」で検索してください。
https://web.pref.hyogo.lg.jp/kk17/ac15_000000450.html

第９回 知事賞受賞作品

問合せ先：兵庫県企画県民部女性青少年局男女家庭課
〒650-8567 神戸市中央区下山手通 5 丁目 10-1 電話：078－362－3385
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遊びと学びのある暮らし
日用品の中には、子どもの遊び道具として使われる物
がたくさんあります。「鏡」もそのひとつです。
赤ちゃんが、鏡の中にうつる自分や、おうちの方を見
て楽しむ時期は、ほんのわずかな間です。その時期を逃
さず、親子一緒に楽しみたいですね。お風呂に入る時な
ど日常生活の中で構わないので、鏡を見ながら「目、鼻、
口」と声をかけながら、顔に触れたり、鏡に近づいたり
してみましょう。
鏡として認識できるようになれば、鏡の仕掛け絵本や
手作りの仕掛けで遊ぶと面白いでしょう。
例えば、ボールの絵を左半分（下半分）だけ描き、切
れ目のところに鏡を垂直にあてると、鏡に絵が映り、丸
いボールの絵になります。
また、2 枚の鏡を使って物を映す遊びは、鏡の角度に
よって映し出される物の数が増えたり減ったりします。
それにより、鏡の前に置く物の形や色で、様々な模様が
映し出されます。お子さんと一緒に、万華鏡のような美
しいパターンを作ってみませんか？
問合せ先：
おもちゃコンサルタント
竹下 あきこ
E-mail：momlabo@gmail.com

ひょうご孫ギフトプロジェクト
（兵庫県のふるさと納税）のお知らせ
●内容は？
ご寄附をもとに、私立
の保育所、幼稚園、認定
こども園に、県産木材で
つくった木の玩具を贈り
ます。未来を担うこどもた
ちへの、ふるさと兵庫の
木のぬくもりのプレゼント
です。
●返礼品は？
５万円以上のご寄附で、県内企業による子
育てグッズ等が選べるギフトカタログを寄附
者又はご指定先にお贈りします。
●お得な制度は？
実質２千円の負担となる税控除の仕組み
や、確定申告を兵庫県が代わりに行う仕組み
があります。
●寄附のお申し出・問い合わせ先
兵庫県こども政策課（TEL078-362-3197）
web サイト「ひょうご 孫ギフト」で検索！

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
（健康福祉部少子高齢局こども政策課）
kodomoseisaku@pref.hyogo.lg.jp
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Facebook で子育て情報発信中！
こども・子育てひみつ基地

検索

https://www.facebook.com/kodomo.himitsuk
ichi

