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子 ど も 未 来 通 信11月号
http://web.pref.hyogo.lg.jp/hw08/hw08_000000008.html

平成 29 年度 ひょうご子育て応援賞表彰式を開催しました！
11 月１日（水）、兵庫県公館において、ひょうご
子育て応援賞表彰式を開催しました。
子育てと仕事の両立支援、子育て家庭への支援等
に先進的に取り組む２企業・10 団体・１個人の方々
に金澤副知事から「ひょうご子育て応援賞」を授与
しました。
また、兵庫教育大学の名須川知子理事・副学長よ
り「これからの子育て支援とは－互恵性を育む」を
テーマに、子育て支援活動と就学前教育の充実の観
点からご講演いただきました。
問合せ先：兵庫県こども政策課 TEL：078-362-4186

ふるさとひょうご寄附金
「ひょうご孫ギフトプロジェクト」を実施しています！
兵庫県では「ふるさとひょうご寄附金（兵庫県版ふるさと納税）」
を活用して、兵庫の木でつくられたおもちゃを保育所や幼稚園等の子
どもたちに贈る「ひょうご孫ギフトプロジェクト」を、昨年から実施
しています。寄附により、実質２千円の負担で、所得税・住民税から
一定の税控除が可能です！
５万円以上の個人寄附をいただいた方には、県内企業による子育て
ギフトカタログ「みどりのひょうごっこ」を贈呈します。カタログか
らご希望のギフトを申し込むと、お孫さんやお子さんにすてきなプレ
ゼントが届きます。
この度、一部ギフトをリニューアルし、カタログを新たに作成した
ギフトカタログ
ので、ぜひご検討下さい！
寄附額に応じて、２種類（５万円以上
問合せ先 兵庫県こども政策課 TEL:078-362-3197 FAX:078-362-3011
10 万円未満、10 万円以上）あります。
ﾒｰﾙ:kodomoseisakuka@pref.hyogo.lg.jp ひょうご孫ギフト
検索
1

■

歴はく倶楽部「粘土で干支のいぬをつくろう」
粘土で形をつくり色を塗り、2018 年の干支のいぬをつくります。

・日

時：平成 29 年 12 月 10 日（日）
①10：00～11：30

②13：00～14：30

・会

場：県立歴史博物館

ロビー

・料

・定

員：午前・午後各 25 名（先着順）

金：100 円

※小学４年生以下のお子様は要保護者同伴
■

歴はく倶楽部 12 月

れきはくロビーコンサート
姫路市立広嶺中学校コーラス部・合唱団「響」による合唱です。

「粘土で干支のいぬをつくろう」
作品例

午後のひととき、素敵な歌声を聴きながら過ごしませんか。
・日

時：平成 29 年 12 月 24 日（日）

・会

場：県立歴史博物館

ロビー

14：00～

※演奏は無料でお聴きいただけます。

問合せ先：兵庫県立歴史博物館 〒670-0012 兵庫県姫路市本町 68 番地
TEL：079-288-9011 FAX：079-288-9013 http://www.hyogo-c.ed.jp/~rekihaku-bo

■

関西文化の日 ～県美プレミアムⅢ関連～
県美プレミアム展が無料になる「関西文化の日」にあわせて、美術館のコレク 秋と言えば美術館！
ションをヒントにしたワークショップを開催します。つくるのが得意な人も苦手
みんな来てね。
な人もぜひ参加してね。
・日
時：11 月 18 日（土）・11 月 19 日（日）
午前の部 11：00～12：30（受付 10：45～12：00）
午後の部 13：00～15：00（受付 12：45～14：30）
・対
象：こども優先
・参加費：300 円程度（材料費）
・場
所：アトリエ２ ※事前申し込み不要、入退場自由
■ おやこ解説会 ～大エルミタージュ美術館展関連～
展覧会のみどころを、担当学芸員が家族向けにわかりやすくお話しします。
展覧会の前にぜひ！
・日
時：12 月２日（土）13：30～14：00（受付 13：15～13：30）
・対
象：小学生とその家族
・場 所：レクチャールーム
・参 加 費：無料 ※ただし、大学生以上の方の展覧会の観覧は有料です。
美術館の妖精 マッシュ
※要申込（11/２の朝 10 時より電話にて受付・先着順）
ｎ
■ お子さまを預けてゆっくり美術鑑賞はいかがですか？
～当館にて一時保育を実施！！～
問合せ先：兵庫県立美術館
・日
時：11 月 26 日（日）
こどものイベント係
詳しくは「一般社団法人 Baby ガーデン」
〒651-0073
・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
・問い合せ：TEL 090-3948-3719 / FAX 078-755-0973
TEL:078-262-0908 FAX:078-262-0903
・メ ー ル：baby.garden.kobe@gmail.com
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11 月はワーク・ライフ・バランス推進月間です！
～平成 29 年度ワーク・ライフ・バランスキャッチフレーズ～

ワーク・ライフ・バランス（仕事と生活の調和）を推進するために、県では、11 月を「ワーク・
ライフ・バランス推進月間」とし、下記のイベントを開催します。ぜひご参加ください。
推進月間イベントスケジュール
月のが
日
時
場
所
11 月１日(水）
14:00～16:00

兵庫県中央労働
ｾﾝﾀｰ小ﾎｰﾙ

11 月２日(木）
14:00～16:00

尼崎商工会議所

11 月 27 日(月） 姫路労働会館
14:00～16:00

内

容

ワーク・ライフ・バランスセミナー
～新しい働き方を考える～
・講演「企業の生き残りのために働き方を考える」
講師 神戸学院大学客員教授 中山正人氏
MBA（神戸大学）
・企業での取組事例発表

等

11 月 17 日(金） 兵庫県公館
13:00～16:15
大会議室

組織の結束力を高め、働き方改革を実践する

11 月 17 日(金） 神戸市産業振興
18:00～20:30
センターハーバ
ーホール

過労死等防止対策推進シンポジウム
（主催：厚生労働省）

～働き方改革でワーク・ライフ・バランスを実現～

申 込 先
神戸県民センター
県民交流室県民課
TEL:078-361-8638
尼崎経営者協会
TEL:06-6411-4281
姫路経営者協会
TEL:079-288-1011
ひょうご仕事と
生活センター
TEL:078-381-5277
株式会社
プロセスユニーク
TEL:052-934-7202

問合せ先：（公財）兵庫勤労福祉協会 ひょうご仕事と生活センター
TEL：078-381-5277 E-mail：info@hyogo-wlb.jp

対象者
☆こころぽかぽか子育て支援メッセ
in 北播磨☆
結婚・出産から子育てに関する支援情報や北播磨５市１町の魅力を発信する
催し物など、盛りだくさんのイベントとなっておりますので、ぜひご参加くだ
さい！
◆

日

時：平成 29 年 11 月 23 日（木・祝）午前 11 時～午後３時

◆

場

所：小野市うるおい交流館エクラ

小野市中島町 72（駐車場無料）
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①

働く女性のためのステップアップセミナー

女性社員がイキイキ働く キャリアとネットワークづくり～仕事を続けるために多様な働き方を実践する先輩に聞く～
第１部は「女性が働き続けるために実践したいこと」がテーマの講演。第２部は「キャリ
アとネットワークのつくり方」をテーマとしたパネルディスカッションです。
・講 師・コーディネーター：瀧井 智美 さん（（株）ICB 代表、キャリアコンサルタント）
②

在宅ワークチャレンジ基礎セミナー

在宅ワークは働き方のひとつ。仕事の種類や獲得方法、心構えを学びます。
話題のクラウドソーシングの情報もあります。
・講 師：齋藤 晴美 さん（インプルウヴ代表 中小企業診断士）
③

営業準備セミナー
２回でできる！ネットショップ ～ ネットショップオーナーを目指そう！ ～

「ネットショップに興味があるし、是非やってみたい」、「子育てをしながら家でもで
きるかな」、「ハンドメイド雑貨を販売したい」という思いをお持ちの方・・・。
受講生同士で意見交換しながら、「始めたけれど、思うようにいかない」とならないよ
う、ネットショップを始めるのに必要な準備や基礎知識を学ぶとともに、購入していただ
けるネットショップづくりのコツを学びます。
・講 師：宇田 名保美 さん（中小企業診断士、1 級販売士、ＡＤＵ株式会社代表）
④

女性のための再就職セミナー

面接なんて怖くない♪

就職のためには避けて通れない“面接”。「面接に自信がない」「面接での質問にどう答
えたら良いのか不安」などの声が多く聞かれます。このセミナーでは、面接会場への入退出
から、面接のためのマナー、応対法など実戦形式で学びます。
今日から、自信を持って面接にチャレンジできること間違いなしです！
・講 師：中矢 才子さん（産業カウンセラー、キャリアコンサルタント）
◆

日

時：①11 月 28 日（火）13:00～15:30

②11 月 30 日（木）13:30～15:30

③12 月８日（金）、15 日（金）13:30～15:30
④12 月 12 日（火）10:00～16:00
◆

場

所：兵庫県立男女共同参画センター

セミナー室

◆

定

員：① 50 名 ② 40 名 ③ 20 名 ④ 12 名（全て先着順）

◆

一時保育：あり

◆

申込方法：ＨＰ掲載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

定員６名（①のみ 10 名）（１歳半から就学前まで・無料・要予約）

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
HP： http://www.hyogo-even.jp/
Facebook： https://www.facebook.com/hyogo.even
https://www.facebook.com/hyogo.even
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遊びと学びのある暮らし
決まった形や色を自由に並べて、模様をつくる「パターン」
あそび。同じパーツから様々な模様がつくれるので、面白いで
すよ。
パターンあそび専用のおもちゃには、磁石でくっつくもの、
ボードの穴にピンを刺すもの、ゴムをひっかけて模様をつくる
ものなど、数多くの種類があります。
積み木や、正方形や三角形など形が決まっているパーツは、
パターンあそびを通して、自然に図形の面白さに触れることが
できるので、幼児だけでなく、小学生にもおすすめです。
お手持ちのビーズやおはじき。同じ形のマグネットやスティ
ック。丸いシールや、折り紙を三角形に切ったものをたくさん
用意して台紙に貼るなど、身近な材料を利用して、楽しむこと
もできます。
最初はおうちの方のまねや、順番に並べるだけのお子さん
も、徐々に絵を描くように配置したり、幾何学模様を作ったり、
完成するパターンに違いがでてくるでしょう。写真を撮り、成
長記録として残しておきたいですね。

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

あなたの「家族の日」はいつですか？

認定こども園・保育所等ホットライン

兵庫県では、それぞれの家族が誕生日や記念日
など、家族にとってふさわしい日を「家族の日」
と定めることを提案する運動を進めています。
「家族の日」には、家族で食事をしたり、お出
かけするなど、家族と一緒に過ごしてみませんか。

認定こども園、保育所等の保育施設における保
育の実態について、職員や保護者等の皆様からの
通報や相談などを受け付けていますのでご活用下
さい。
開設時間 月曜～金曜 9：00～17：00（祝日を除く）
電話番号 ＃７３５０（078－341－7711 内線 2920）

問合せ先：県男女家庭課

電話：078-362-3385

（固定・IP/携帯電話から通話可能・通話料金は通話者負担となります）

兵庫県では少子対策の一環として、「ひょうご出会い支援事業を平成 11 年から推進しています。
結婚を希望される 20 歳以上の独身の方は、「ひょうご出会いサポートセンター」で１対１のお見合いをすること
ができます。平成 29 年１月 27 日からはビックデータを活用した新システムの供用を開始していますので、ご活用
ください。

○はばタン会員（お見合い）
＜登録手数料 5,000 円／年、20 歳代は会員は 3,000 円／年＞
○あいサポ会員（イベント参加）＜登録無料＞
☆詳細は「ひょうご 出会い」検索
Https://www.msc-hyogo.jp/
問合せ先：ひょうご出会いサポートセンター
電話：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
（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.himitsukichi

