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兵庫県子ども・子育て支援推進本部ニュース 第１５５号 

         

  

令和元年（２０１９年)５月 

☆れきはくロビーコンサート☆ 
姫路ゆかりのアーティストがパフォーマンスを披露します。 

出演： 松本光史（ピアノ） 

日時：５月１８日（土）１４：００～     
会場： 県立歴史博物館 ロビー 

コンサートは無料でお聴きいただけます。 

 

☆歴はく倶楽部「 かざぐるまをつくろう 」☆ 
大小ふたつのかざぐるまをつくります。 

日時：５月２６日（日）                
① １０：００～１１：３０              

② １３：００～１４：３０ 

会場：県立歴史博物館 ロビー   

費用：１００円  

定員：午前・午後各２５名（当日受付・先着順）小学校 4 年生以下のお子様は保護者同伴。 
 

ひょうご 

５月号 
http://web.pref.hyogo.lg.jp/hw08/hw08_000000008.html 

 

♡こども向けワークショップ♡ 

6月15日(土) 1３:30～1５:30(受付1３:15～1３:30) 
★2019年度コレクション展Ⅰ「境界のむこう」に関連するワークショップを行います！ 
詳しくは５月にＨＰにてお知らせします。 
対象：小学生以上 ※小学校2年生以下は保護者同伴必要      
定員：20組  参加費：あり 
※保護者の方は観覧料400円(団体料金)が必要です。 

※5月15日(水)朝10時より電話受付開始・先着順 

 

 

 

 

問合せ先：兵庫県立美術館 こどものイベント係 
〒651-0073 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 
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◆  ひとはく探検隊  

「初夏の鳥をさがそう」 

5 月 26 日（日） 

・双眼鏡をつかって夏の鳥を観察しよう！ 

【時間】１３：００～（所要時間約 1 時間） 

【場所】４階 ひとはくサロンに集合 

【定員】２０名(参加費無料) 

【受付】 当日１０：００から４階インフォメ

ーションにて  

※定員になり次第終了します。 

  

◆ 暗やみで光る鉱物や岩石を見てみよう 

   ６月１日（土） 

・蛍石や石灰岩など、紫外線を浴びて美しく光る 

岩石や鉱物を見てみましょう。 

  【時間】１４：００～１５：００ 

  【場所】２階 魅せる収蔵庫 

  【定員】なし（参加費無料） 

  

◆ バッタの赤ちゃんをみつけよう 

   ６月２日（日） 

・バッタの赤ちゃんを深田公園に行ってみつけよ

う。 

  【時間】１０：３０～１１：３０ 

  【場所】４階実習室・深田公園 

  【定員】５０名（参加費無料） 

  【受付】当日１０：２０から４階実習室前 

  【推奨年齢】幼児から低学年 

※ 推奨年齢の子どもたちを優先します。ま

た、推奨年齢以外の参加はご遠慮いただ

くことがあります。 

 

 

◆ コケ玉づくり 

   ６月８日（土） 

・インテリアとしても素敵なコケ玉をつくってみま

しょう。 

  どなたでも（幼児参加は保護者と一緒に） 

  【時間】１３：００～１５：００ 

  【場所】４階実験セミナー室 

  【定員】２５名（参加費３００円） 

  【受付】１２：５０～  

 

◆ ひとはく探検隊 

「チョウの赤ちゃんをさがそう」 

６月１６日（日） 

・チョウの赤ちゃんってどんな形？ 

深田公園でさがしてみよう！ 

【時間】１３：００～（所要時間約１時間） 

【場所】４階 ひとはくサロンに集合 

【定員】２０名（参加費無料） 

【受付】当日１０：００から４階インフォメー

ションにて 

※定員になり次第終了します。 

 
◆ でんでん虫の観察 

６月２３日（日） 

・いろいろなでんでん虫にふれます。 

【時間】１４：００～１５：００ 

【場所】４階ひとはくサロン 

【定員】なし（参加費無料） 

 

問合せ先：兵庫県立 人と自然の博物館 
〒669-1546 兵庫県三田市弥生が丘６丁目 

TEL：079-559-2001 FAX：079-559-2007 http://www.hitohaku.jp/ 
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■ 女性のための働き方セミナー 

「～仕事に役立つアサーショントレーニング～ 

伝えたいことを“伝える”コミュニケーション」 

日頃、職場や就職活動の場面で、相手に伝えたいことを伝え、納得した会話ができてい

ますか？セミナーでは、自分の思いや考えをきちんと受けとめ、行動することができる、

自分も相手も大切にした自己表現を学びます。 

日 時 5月 28日（火）10：00～12:00 

受講料 無料 

会 場 県立男女共同参画センター セミナー室  

定 員 再就職または継続就業をめざす女性 １０名 

講 師 安納 吉野 さん 

（兵庫県立男女共同参画センター・イーブン情報アドバイザー 産業カウンセラー） 

締 切 2019 年 5 月 20 日（月）17：00 

一時保育 あり・無料・定員６名（１歳半から就学前まで、要予約） 

 

■「～もっと素敵に輝きたい～50 代から考える働き方とシニアライフ」 

50 代の女性の雇用状況を踏まえ、知っておきたい制度の知識を学び、生涯を通じての

働き方について考え、振り返る機会をもち、自分が素敵だと思う働き方、生き方を見つけ

ましょう。 

日 時 5月 31日（金）10：00～12:00 

受講料 無料                     

会 場 県立男女共同参画センター セミナー室  

定 員 再就職または継続就業をめざす女性 １０名 

講 師 長谷川 まゆみさん 

（特定社会保険労務士・キャリアアドバイザー・ファイナンシャルプランナー） 

締 切 2019 年 5 月 24 日（金）17：00 

一時保育 あり・無料・定員６名（１歳半から就学前まで、要予約） 

 

申込方法 所定の申込書（イーブンホームページから入手可能）に必要事項を記入の上、

郵送・ＦＡＸ・持参、または電話でセンター宛てお申し込み下さい。 

 

  

 

 

申込先：兵庫県立男女共同参画センター（イーブン） （ＨＰ）https://hyogo-even.jp 

〒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 
TEL：078-360-8550  FAX：078-360-8558 
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■第 23 期 「男女共同参画アドバイザー養成塾」の受講生の募集 

男女がともに、いつでも、どこでも、いきいきと生活できる社会（＝男女共同参画社会）の実現をめざ

すための知識や手法を学び、地域で男女共同参画社会づくりを推進するリーダーを養成するための講座

受講生を下記のとおり募集します。 

日 程：6月 13日（木曜日）～12月 12日（木曜日）のうち 15日間（全 25回） 

内 容：前半は大学教授等による講義で男女共同参画に関する基礎的な知識を、後半は地域活動で活

かせる合意形成力等を習得するワークショップやプレゼンテーション等、実践力の向上を目指します。 

対象：県内在住・在勤・在学で、原則として全回出席出来る人。  

会場：兵庫県立男女共同参画センター セミナー室 ほか 

定員：30 名程度 

受講料：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：所定の受講申込書に必要事項を記入の上、5 月 31 日（金曜日）必着で同センターあてに

郵送・FAX または持参する。 

 

■男女共同参画セミナー受講者募集 

「男女共同参画入門～男女共同参画の視点を集めてみましょう～」 

男女がともに、いつでも、どこでも、いきいきと暮らせる｢男女共同参画社会｣の基本を学びます。 

女性も男性も、家庭、職場、地域などあらゆる分野で、性別にかかわりなく個性や能力を発揮するため

に何が必要か、身近なところから考えてみませんか。 

日時：6月 27日（木）13:30～15:30 

会場：兵庫県立男女共同参画センター セミナー室 
講師：神戸親和女子大学 発達教育学部 教授 勝木 洋子さん 

 

 
 

 

 

申込先：兵庫県立男女共同参画センター（イーブン） （ＨＰ）https://hyogo-even.jp 

〒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 
TEL：078-360-8550  FAX：078-360-8558 
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兵庫県には、たくさんの「お城」があります。 

城の歴史や、それにまつわる人物を調べるにはおすす

めです。小学生以下のお子さん連れでも、意外に楽し

めるスポットなので、お出かけしてみませんか？城の

周りは、緑豊かな公園や散策路があるので、景色を楽

しみながら、お散歩するのに最適です。日本を代表す

るお城「姫路城」のすぐそばには、動物園もあるので、

小さいお子さんも一緒にどうぞ。 

ご家族で１日遊べるのは、築城４００周年を迎える 

「明石城（明石公園）」。遊具のある広場はもちろん、 

ボートで水辺を遊覧できる、広大な県立公園です。 

お弁当を持って、でかけたいですね。今年３月末から

公開されている尼崎城、天空の城と呼ばれている竹田

城、忠臣蔵の舞台となった赤穂城など、それぞれ観光

名所となっているので、その地域の名産品など面白い

発見もあるでしょう。小学生のいるご家庭では、気候

の良いこの時期から、自由研究を始められるのもいい

ですね。  

  

 

 

あなたの「家族の日」はいつですか？ 

 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。 

問合せ先：県男女家庭課  電話：078-362-3385 

認定こども園・保育所等ホットライン 
認定こども園・保育所等の保育施設の制度や基準など 
乳幼児教育や保育に係る様々なご相談は、＃7350に 
お電話してください。 
保育専門員が「知りたい」「聞きたい」にお答えします。 
◆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） 

メ   f  

 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 

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 
 
 
 
 

Facebook で子育て情報発信中！ 

 こども・子育てひみつ基地  

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

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 

mailto:kodomoseisaku@pref.hyogo.lg.jp

