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◎巡回展「兵庫県立歴史博物館“ひょうご五国”歴史文化キャラバン」 

 

  会期：令和 4 月 29 日（金・祝）～6 月 14 日（火） 

 

 会場：豊岡市立歴史博物館 

 

・大規模改修工事のため休館している兵庫県立歴史博物館が、開館以来初めて 

県内各地で出張展示を行ないます。 

 

・会場ごとに少しずつ展示内容を変え、それぞれの地域ゆかりの資料も 

多数展示予定！れきはく資料の「里帰り展」としてもお楽しみいただけます。 

 

 

◎施設・設備の大規模改修工事による休館のお知らせ 

 

休館期間：令和 3 年（2021）9 月 6 日（月） 

～令和 5 年（2023）3 月末（予定） 

 

※休館中は館外にてもよおしを継続的に実施します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

兵庫県子ども・子育て支援推進本部ニュース 第 1９２号 

号         

  

令和４年（２０２２年）６月 

ひょうご 

子ども未来通信 6月号 
http://web.pref.hyogo.lg.jp/hw08/hw08_000000008.html 

 

令和４年５月２５日(水)現在のイベント情報を掲載しております。新型コロナウイルスの影響に 

より、今後変更になる場合がありますので、ホームページ等で確認をお願いいたします。 

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 

https:// rekihaku.pref.hyogo.lg.jp/ 
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大中遺跡発見 60周年記念 春季特別展 「 弥生集落転生 －大中遺跡とその時代－」 

県立考古博物館のある大中遺跡は、今年で発見 60 周年を迎えます。 

竪穴住居が数多く見つかり、国の史跡に指定されている大中遺跡は、 

弥生時代から古墳時代へ社会が移りゆく時期に突如として大きな集落に 

成長します。この頃になると、東播磨ではそれまでの集落から様相が変化し、 

弥生のムラが生まれ変わります。 

竪穴住居や中国鏡、鉄器などの最新研究成果から、大中遺跡と弥生集落の 

姿を紹介します。                        

・期  間  ７月３日(日)まで （月曜日休館） 

・観覧時間  午前９時３０分 ～ 午後６時（入場は午後５時３０分まで）  

 ・観覧料金  大人 500 円 大学生 400 円 高校生以下無料 

＊ 年間の休館日、観覧料金及び各種割引、アクセス等はホームページをご覧ください。 

 

【６月受付の古代体験講座】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

当館のマスコットキャラクター 

ほったん 

 

特別展会場の様子 

＊『藍染め体験』 

生の藍の葉っぱを絞った汁で藍染めの体験を 

します。 

・日 時  ７月１８日(月・祝) 10:00～12:00 

・定 員  10 名 小学４年生～中学生対象 

・受付期間  6/18(土)まで 

・参加費  600 円 

＊『はじめての土器づくり』                          

縄文土器や弥生土器をモデルにして 

土器づくりの体験をします。 

・日 時 ７月２４日(日) 10:00～15:00 

 ・定 員 15 名 小学４年生～中学生対象 

受付期間 6/24(金)まで 

・参加費 800 円 

 

＊『古代の技に学ぶかごづくり（クラフトテープ）』 

縄文土器のかご編みの技術で、クラフトテープを使った 

小物入れをつくります。 

・日 時 ７月３０日(土) 10:00～12:00 

・定 員 6 名 小学４年生～中学生対象 

・受付期間 6/30(木)まで 

 ・参加費  500 円 

＊『はにわくんをつくろう』  

粘土で小さなハニワをつくります。 

・日 時 ７月１７日(日)  ２回実施   

①10:00～12:00  ② 13:00～15:00  

・定 員 各回 10 組 20 名 

３歳～小学３年生の子どもと保護者のペア対象 

・受付期間 6/17日(金)まで    

・参加費  １組 400 円 

兵庫県立考古博物館 イベント情報① 

古代体験講座の申し込み方法 

申し込み期間内にホームページからオンラインで申し込みができます。 

（応募者多数の場合は抽選） 

〔 ホームページお知らせの下の「体験」から申し込んでください。 

問合せ 学習支援課 079-437-5564 〕 
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考古博の古代体験、当日受付でお楽しみいただけます。 

 

【毎日できます】参加費無料 

・まが玉づくり（要材料費 白色 430 円、ピンク 560 円 所要約１時間） 

  古墳時代のネックレス、まが玉を作ろう。 

（実施時間 10:30～ 13:00～ 14:30～ 各回３組まで） 

  

・ミニミニ石包丁づくり（要材料費 460 円 所要約 50 分） 

弥生時代の稲刈りの道具を作ろう。 

（実施時間 10:30～ 13:00～ 14:30～ 各回３組まで） 

                                                     

 ・古代の火おこし（材料費無料 所要約 15 分） 

古代のように、木と木をこすり合わせて火をおこしましょう。 

10 時の部（土・日・祝）  10:00～  10:20～ 10:40～ 

11 時の部（毎日）     11:00～  11:20～ 11:40～ 

13 時の部（土・日・祝） 13:00～  13:20～ 13:40～ 

14 時の部（毎日）     14:00～  14:20～ 14:40～ 

【強風時には実施できない場合もありますのでご了承ください】 

 

・はっくつ体験（要観覧料、チケット売り場で受付 最終 17 時 10 分） 

 発掘プールで土器やまが玉などの遺物を探して、考古学者の気分になろう。 

 

【週末にできます】 

（要観覧券 14:30～15:30 当日受付 14:30 から先着 6 組様） 

・石棺に入ろう（土曜日） 最大級の竜山石製の家形石棺に入ることができます。 

・古代船に乗ろう（日曜日） 実物大の木製の古代船に乗ってみませんか。 

  

※ 観覧、古代体験は、小さなお子様の場合は保護者様の付き添いをお願いします。 

※ 新型コロナウイルス感染症対策により、古代体験の実施にあたっては、急な変更や中止等があるかも 

しれませんので、ご来館の折はホームページでご確認いただきますようよろしくお願いします。 

※ ご来館時は、以下の新型コロナウイルス感染症対策にご協力をお願いします。 

・検温 ・マスクの着用 ・手指の消毒 ・他の方との距離の確保 

 

問合せ先  兵庫県立考古博物館 

 〒675-0142 加古郡播磨町大中 1-1-1  

   TEL 079-437-5589   FAX 079-437-5599  

【 https://www.hyogo-koukohaku.jp/】 

 

 

兵庫県立考古博物館 イベント情報② 

https://www.hyogo-koukohaku.jp/
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兵庫県立考古博物館 加西分館「古代鏡展示館」からのお知らせ 

春季企画展 「漢王朝のやきもの」 

 

漢代(紀元前 202 年～後 220 年)は、一時期を除き、400 年もの長きにわたり 

統一国家として安定を保った時代です。多くの種類のやきものが作られ、 

褐釉陶や緑釉陶といった鉛釉陶が本格的に作られるようになりました。 

本展では、令和３年に新しく当館の千石コレクションに加わった焼成や胎土、 

色や紋様などが異なる多様な漢王朝時代のやきものを紹介します。                  

・期  間  ９月１１日(日) まで（水曜日休館） 

・観覧時間  午前９時 ～ 午後５時（入場は午後４時３０分まで）    

      （県立フラワーセンターの入園は午後４時まで）     

 ・観 覧 料    一般 100 円 高校生以下無料             

  

＊ 学芸員による「ギャラリー・トーク」 学芸員が展示室で実物を前に詳しく解説します。  

・６月１１日（土）13:30～14:00 古代鏡展示館展示室 予約不要 要観覧券 

 

【６月受付の古代体験講座】 

 

＊『スタンプポン！ して古代鏡づくり』 

 古代の鏡(海獣葡萄鏡)を印刷した台紙に、４色のスタンプ(海獣や鳥、蝶やトンボなど)を押し

て、自分だけの海獣葡萄鏡をつくります。 

・日 時  ７月２３日(土)  ・午前の部 11:00～12:00  午後の部 14:00～15:00  

  ・定 員  要予約 受付期間６月２５日(土)～  どなたでも(小学生以下は保護者同伴で)   

午前・午後とも各先着 10 名程度(同伴者含む) 定員になり次第〆切り 

  ・参加費  100 円 

 

 

 

 

 

※ 観覧料の割引、アクセス、休館日等の詳細についてはホームページをご覧ください。 

  ※ 入館にあたっては、別途フラワーセンター入園料（一般 500 円など）が必要です。 

※ ご来館時は、以下の新型コロナウイルス感染症対策にご協力をお願いします。 

・検温 ・マスクの着用 ・手指の消毒 ・他の方との距離の確保 

       

 

 

 

 

 

問合せ先  兵庫県立考古博物館 加西分館「古代鏡展示館」 

   〒679-0106 

加西市豊倉町飯森 1282-1（兵庫県立フラワーセンター内） 

 

「緑釉鍾（後漢）／ 

りょくしゅうしょう」 

 

古代体験講座の申し込み方法 

いずれも予約・お問い合わせは、電話にて古代鏡展示館まで ℡ 0790-47-2212  

受付状況は、ホームページでご確認いただけます。 
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企画展 

「植物とアート ～蒲公英と羊歯～」 

古今東西を問わず、植物の姿は人々の関心を惹いてきました。科学者はサイエンスの眼から研究

対象とする一方で、アーティストは植物がつくりだす美しさを絵画、漆器、陶磁器、着物などに描

いてきました。今回の展示では、鮮やかな緑とかたちが魅力の「シダ」に注目して、さまざまな作

品を実物の写真や標本とともに紹介します。また、現代のデザイナーなどによるグッズも展示しま

す。 

第１部の蒲公英に続き、第２部では葉の緑が鮮やかな夏にあわせて、羊歯を取り上げます。 

科学と芸術の目で見つめた「羊歯」の姿を、ぜひご覧ください。 

 

（１）期 間 第２部：羊歯
し だ

 ６月４日（土）〜７月31日（日） 

（２）会 場 兵庫県立人と自然の博物館 ３階オープンギャラリー 

（３）展示物 羊歯：植物画４点、陶器６点、漆器一式、拓本１点、着物２点、飾り兜 
               現代の作品（手ぬぐい、ピアス、行灯３点、壁紙）など 約 30 点 

 

 
 
 
 
 
 
 
        羊歯行燈    わらび巻のガラス器   羊歯文蕎麦猪口 
 

ミニ企画展  

「知ろう！学ぼう！総合治水展」 

 兵庫県では、平成 24 年に総合治水条例を制定し、河川や下水道を整備する「ながす」対策、校

庭やため池などを活用して雨水を一時的に貯留する「ためる」対策、浸水が発生した場合でも被害

を軽減する「そなえる」対策を柱とした『総合治水』に取り組んでいます。 

総合治水は、地域と一体となって進めることが不可欠なため、あらゆる人々に対策について知っ

ていただくことが必要です。このため、県民の皆様に総合治水について関心を持っていただけるよ

う、県下の工業高校と連携して製作した「ためる」対策の効果を見える化した模型や総合治水の役

割や取組を紹介したパネル、雨水貯留タンク等を展示します。また、模型による実験や各種オープ

ンセミナーなども併せて行いますので、是非お越しください。 

 

（１）期 間 5 月１４日（土）～ 6 月１２日（日） 

（２）会 場 兵庫県立人と自然の博物館 ４階ひとはくサロン   

（３）展示物 

・総合治水模型及び模型実験解説動画 

  ・総合治水の役割や取組を紹介するパネル及び普及啓発動画 

  ・家庭用雨水貯留タンクや透水性舗装材など 

 

主催 兵庫県 県土整備部土木局総合治水課、兵庫県立人と自然の博物館 

協力 兵庫県立東播工業高等学校、神戸市立科学技術高等学校 

兵庫県土地改良事業団体連合会、(公益社団法人)雨水浸透貯留技術協会 
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・エコロコおやこ「おおきくして、みてみよう」 

初夏の深田公園にはどんないきものがいるでしょう？ 

深田公園の草花や虫を拡大装置で大きくして 

観察します。 

時間：11:30〜14:00 場所：1 階出入口付近 

対象：どなたでも    参加費：無料 

 

・エコロコおやこ「くさばなペンダントをつくろう」 

キッピー山のラボから草花遊びをお届け。 

一緒につくってみよう。 

時間：11:30〜14:00  

場所：1 階出入口付近 

推奨年齢：3～6歳 

※材料がなくなり次第終了します。 

 

・フロアスタッフとあそぼう ６月 25 日（土）も開催 

「あじさいペーパークイリング」 

細長い紙をくるくる巻いて、あじさいのモチーフを 

つくろう！    

時間：13:30～14:00 

場所：4 階ひとはくサロン 

定員：5 組（家族単位） 

当日 10：00 から４階インフォメーションにて、 

参加申し込みの受付を開始。 

※定員になり次第終了します。 

 

 
・ワークショップ「ひとはく缶バッジづくり」 
ひとはくの標本を缶バッジにしよう！ 

時間：10：30～16:00  
※ 11:30～13:00 は昼休憩  

場所：4 階ひとはくサロン 定員：100 名 
参加費：100 円 
※ 随時受付（場合により整理券配布いたします） 

 
・そとはく ※雨天中止 
 自然を感じるゲームをしたり、 
そとでゆっくりとできる場を提供します。 
時間：11:00～15:00 
場所：エントランスホール付近（芝生地） 
参加費：無料 

 
・はかせと学ぼう！「おやさいクレヨンってなあに？」 
おやさいクレヨンを使った新しいお絵かき体験です。 
時間：①13：00～、②14:00～ 
場所：4 階オープン・ラボ 
定員：各回 4 組、（家族単位）                       
参加費：無料 
※当日 4 階インフォメーションにて 

10:00 より参加申し込みの受付をします。 
先着順で定員になり次第終了します。 

※小学 2 年生以下は保護者同伴でご参加下さい。 
 

・パネルシアター『みつばちマーヤ』 
 大きなパネルを使った楽しいはりえのお芝居です。 
今回のお話は『みつばちマーヤ』 
時間：14:00～14:30 
場所：2 階ひとはく多様性フロア 
定員：なし 
参加費：なし 
 

 

 
・模型実験で学ぶ総合治水 
 「知ろう！学ぼう！総合治水展」関連 
オープンセミナーとして、治水についての 
模型実験を行います。 

時間：①11:00～11:30 ②13:00～13:30 
場所：4 階ひとはくサロン 
定員：各回 10 名  参加費：無料  
受付：当日 4 階インフォメーションにて 

10:00 より受付開始 
※定員になり次第終了します。 

   
・はかせと学ぼう！「けんちくかの日」 
６月１２日（日）も開催 

 みんなが住んでいる町はどんなふうにできたのかな？ 
はかせと一緒にミニチュアのおうちで、 
まちをつくろう！ 
時間：13：00～14：00 
場所：4 階オープン・ラボ 
定員：5 組（家族単位）  参加費：無料 
受付：当日 4 階インフォメーションにて 

10:00 より受付開始。 
※定員になり次第終了します。 

 

 
・企画展関連セミナー 
「植物とアート ～蒲公英と羊歯～」展示解説 

 企画展 
「植物とアート～蒲公英と羊歯～ 第 2 部：シダ」 
について研究員が解説します。 
時間：11:00～（約 30 分） 
場所：3 階オープンギャラリー 
参加費：なし  定員：10 名程度 
受付：10:45～ 会場にて先着順受付 
※定員になり次第終了します。 

 
・ゲロゲロがえる 音の鳴る工作 
 竹を使って音をならしてみよう！ 

時間：13:00～15:00 ①13:00～ ②14:00～          
場所：4 階実習室  参加費：300 円 
対象：どなたでも（家族単位で参加する。歩き回らず 

参加ができ、マスク着用できること） 
定員：各回 7 組（家族単位） 
受付：12:45～  

4 階実習室前で先着順整理券配布。 
※ 定員になり次第終了します。 

 

 

※新型コロナウイルスの影響により、予定が変更になる場合がありますので、事前に HP 等でのご確認をお願いいたしま

す。 
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・フロアスタッフとあそぼう「きょうりゅうタペストリー」 ６月１９日（日）も開催 
 みんなで大きな大きな恐竜のタペストリーをつくります。    

時間：13:30～14:00  場所：4 階ひとはくサロン  定員：5 組（家族単位） 
受付：10：00 から４階インフォメーションにて、参加申し込みの受付を開始。  
※定員になり次第終了します。 
※汚れても良い服装でお越しください。 
※出来た作品は博物館に展示されるため、お持ち帰りすることはできません。 

 

 
・えんがわミュージアム 
博物館の中と外、そして人と人、人と自然をゆるやかにつなぐ縁側のような空間を！ 
公園あそびをもっと楽しくするグッズの貸し出しコーナー、テーブルとイスでくつろぐ休憩コーナーが、
「ホロンピアホール」前に出現します。自由な過ごし方で、えんがわ時間を楽しんでくださいね。 
時間：11:00～15:00   場所：1 階出入口付近 

  
・さがそう夏の花 深田公園で初夏に咲く花を探しにいきましょう。※小雨決行  

時間：11:30～12:00  場所：深田公園（11:30 に 1 階出入口付近に集合） 
定員：20 名       参加費：無料 
受付：11:20～1 階出入口付近にて。 ※定員になり次第終了します。 

   
・花工房 押し花を自分の好きな形にならべて、かわいいしおりをつくります。 

時間：12:00～14:00  
①12:00～ ②12:20～ ③12:40～ ④13:00～ ⑤13:20～ ⑥13:40～ 

場所：４階中セミナー室    参加費：100 円 
対象：どなたでも（家族単位で参加する。歩き回らず参加ができ、マスク着用できること） 
定員：各回 4 組 
受付：11:30～ 4 階中セミナー室前で先着順整理券配布。 

 
・身近なチョウの見分け方 深田公園で観察できるチョウ類について、見分け方を伝授します。※雨天中止 

時間：13:00～13:30  場所：深田公園、1 階出入口付近 
参加費：無料       定員：なし  

 
・ドリームスタジオ「七夕祭りにおいで」 七夕飾りを作って、笹に飾ろう！ 

時間：13:00～15:00 ①13:00～ ②14:00～ 
場所：4 階実習室   参加費：200 円 
対象：どなたでも（家族単位で参加する。歩き回らず参加ができ、マスク着用できること） 
定員：各回 7 組（家族単位） 
受付：12:45～ 4 階実習室前で先着順整理券配布。 ※定員になり次第終了します。 

 

 
・デンデンムシにふれてみよう 兵庫県などのいろいろなデンデンムシの仲間を観察します。 

時間：13:00～14:20 ①13:00～ ②13:20～ ③13:40～ ④14:00～ 
場所：4 階大セミナー室  定員：各回 5 組（家族単位） 
受付：12:50～ ４階大セミナー室前で、先着順整理券配布。※定員になり次第終了します。 

 
・ひとはく探検隊「クモをさがそう」 身近なクモを探しに行こう！ ※小雨決行 

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：5 組（家族単位）・参加費無料 
受付：10：00～ ４階インフォメーションにて、参加申し込みの受付を開始。 
※定員になり次第終了します。 

 

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 https://www.hitohaku.jp/ 
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■2022 年コレクション展Ⅰ小企画「元永定正展」関連こどものイベント 

 「も～やんのおもろい絵をみる会」 

 

「も～やん」の愛称で親しまれた元永定正さんってどんな作品をかいたのかな？ 

学芸員の話を聞いてみよう！お気に入りの作品を見つけたり、気づいたことや 

感じたことなど発表し合ったりしよう！ 

 

日 時   2022 年 6 月 26 日(日)13：30～15：00 (受付 13：15～13：30)  

場 所   レクチャールーム、常設展示室 

対 象 小学生以上(高校生以下) 

         ※小学生は保護者同伴 

定 員 30 人 

参加費    無料 

 ※保護者の方は、観覧料 500 円が必要 

  申込方法 申込みフォームからお申込みください。 

         ※小学生は保護者の方と一緒に活動していただきます。 

        ※５月 26 日（木）午前 10 時から受付開始 

申込締切 先着順につき、定員に達ししだい募集を終了します。 

 

 

■特別展「関西の 80 年代」展関連 こどものイベント 

 展覧会の魅力をこども向けに分かりやすく紹介するプログラムを実施予定。 

＊詳細が決まり次第、当館ウェブサイトにてお知らせします。 

 

兵庫県立美術館では、こども向けに次のようなプログラム

も発信しています。 

■『《橘媛(たちばなひめ)》の人生すごろく』 

当館所蔵の彫刻作品 北村四海《橘媛》が生まれてから美術館 

にやって来るまでの波乱万丈の人生がすごろくになりました！ 

家族や友達と一緒にぜひ遊んでみてね！ 
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■つながる ひろがる 美術館 

当館ウェブサイト(「こどもプログラム」ページ)にて、館外でも身近に美術に触れることが 

できるプログラムや鑑賞プログラムをご紹介します。 

 

①「つくって・みる・ひろば」 

過去に「こどものイベント」で行ったワークショップの中から、家庭にある身近な材料と 

道具で取り組むことができるようにアレンジし、ご紹介します。 

★〈その１〉『くみあわせよう！』  

★〈その２〉『ヒゲンジツをつくれるか？』 

★〈その３〉『ふきだし つけちゃおう！』 

★〈その４〉『マイ・コレクション展』  

 

②みる・みる・ひろば  

 美術館の楽しみ方や活用方法など、こどもとご家族向けにわかりやすく発信していきます。 

★〈その１〉『はじめての美術館～兵庫県美のおやくそく』 

 

③あそんで・みる・ひろば   

「遊び」感覚で気軽に取組みながら当館所蔵作品に親しむことができるプログラムです。 

★「フレームでアート」〈その１〉『マイフレームをつくろう』 

★「フレームでアート」〈その２〉『食べもの大集合！』  

身の回りのものにマイフレームをつけて作品に変身させてみよう！ 

 

★ 詳しくは、兵庫県立美術館 web サイト「こどもプログラム」ページを 

チェックしてください。 

https://www.artm.pref.hyogo.jp/kids/index.html  

お問合わせ先：兵庫県立美術館こどものイベント係 TEL:０７８－２６２－０９０８ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「こどもプログラム」

ページで新しい情報を

チェックしてね♪ 
 

 

美術館のようせいントチャン 

https://www.artm.pref.hyogo.jp/kids/index.html
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◆セミナーのお知らせ 

１ 女性のための働き方セミナー 

「職場で活かすレジリエンス思考術」 

職場での困難な場面で落ち込んだ時、なかなか立ち直ることができず、状況を変える力がほしい、

しなやかに対処するスキルが知りたいと、思ったことはありませんか。 

レジリエンス思考術を学び、参加者同士でワークを行いながら、気持ちをコントロールするコツ

を身に着け、自分らしく働き続ける力を養いましょう。 

 

日 時 令和４年７月 19 日（火）13:30～15:30 

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 12 名 

講 師 三田村 薫 さん（レジリエンストレーナー、介護・医療職専門コーチ） 

応募締切 ７月７日（木）12：00（応募者多数の場合は抽選） 

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） 

 

２ 女性のための働き方セミナー 

「子育て世代のためのマネープラン」 

教育費など、子育て世代特有のお金の問題はさまざま。子どもの成長に伴うライフイベントに合

わせたマネープランを考えてみませんか。働き方で変わる社会保険制度や税金について学び、自分

自身のこれからの働き方も考えましょう。 

 

日 時 令和 4 年 7 月 26 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 8 名 

講 師 長谷川 まゆみさん（特定社会保険労務士、ファイナンシャルプランナー） 

応募締切 7 月 15 日（金）12：00（応募者多数の場合は抽選） 

 

（以上のセミナーの申込について） 

申込方法 チラシの QR コード、もしくは当センターホームページから電子申請で申込 

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

〒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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◆子育て中の方やお子さんを対象としたイベントを毎月開催しています。 

 

１．イーブン保育付きライブラリー 

１歳半～就学前のお子さんを保育室でお預かりします。保護者の方はその間ゆっくりと 

本を読んだり求職相談を行っていただけます。 

事前予約制です。 

日 時   7 月 19 日（火）10:00～12:00 

会 場   県立男女参画センター（神戸クリスタルタワー7 階） 

対 象   兵庫県在住で、１歳半から就学前までのお子さんをお持ちの方 

（親、祖父母等） 

保育定員  6 名（１歳半～就学前まで） 

参加費  無料 

募集期間  6 月 20 日（月）～7 月 2 日（土） 

応募多数の場合、抽選により参加者を決定し、参加の可否を連絡します。 

受付期間内に申込者が定員に達しない場合は、受付期間を延長します。 

 

２．紙芝居・絵本の読み聞かせひろば 

紙芝居や絵本は、子どもたちにすてきな世界を広げてくれます。親子でご参加ください。 

約 30 分の読み聞かせ会の後、12 時までは保育室で自由に遊べます。 

事前予約は不要です。 

 

日 時   6 月 22 日（水）10:30～11:00 

会 場   県立男女参画センター 保育室（神戸クリスタルタワー7 階） 

対 象   県内在住で乳幼児からおおむね就学前の子どもとその保護者等 

参加費   無料 

 

上記１．２．の詳細は就業支援課 078－360－8550 保育支援員宛てにお問い合わせくださ

い。皆様のご参加をお待ちしています。 

 

 

◆ 最新の情報は Twitter から発信しますので、フォローをお願いします。 

 

   https://twitter.com/HyogoEven 
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ひょうご仕事と生活センターからのお知らせ 

 

 

 

 

■ワーク・ライフ・バランスの取組を促進するキャッチフレーズを募集！ 

 ワーク・ライフ・バランスの一層の普及を図り、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。 

  

【募集テーマ】 

  アフターコロナ時代の新しいワークライフスタイルを 

促進するキャッチフレーズ 
 

【募集要領】 

① 応募資格  兵庫県在住、在勤、在学の方 

② 応募方法   

応募用紙の郵送・ＦＡＸ、またははがき・電子メールに 

必要事項を記入してご応募ください。 

QR コードからオンラインフォームでのご応募もできます。 

なお、応募は１人３作品以内で未発表の自作のものに限ります。 

※応募用紙はホームページからダウンロードできます。 

詳しくはホームページに掲載の募集要項をご覧ください。 

③ 審査及び表彰 

  厳正な審査のうえ、入賞作品は当センターホームページ上で発表いたします。 

◆グランプリ（兵庫県雇用対策会議賞：3 万円）    １点 

◆準グランプリ（兵庫労働局長賞・働き方改革賞：1 万円）  １点 

◆佳     作（ひょうご仕事と生活センター長賞：5 千円） ２点 

受賞作品は、11 月に開催する「ワーク・ライフ・バランスフェスタ」（仮称）において表彰予定です 

 

【昨年度入賞作品】 

   ○グランプリ 今までと違う景色で、ひと仕事 

     ○準グランプリ  仕事のやり方十人十色 認めて伸ばす多様性 

○佳 作 テレワーク 画面に映る 子供の笑顔 

お洒落なまちと豊かな自然！テレワークこそ兵庫から！ 

 
 

 

 

 

 

 

 

入賞すると、あなたの作品が 

カレンダーやポスターになります！ 

ひょうご仕事と生活センターでは、県内企業・団体のワーク・ライフ・バラン

スの取組を推進するため、様々な事業を実施しています。 

応募フォーム 
ＱＲコード 

 

 締切：７/２９（金） 

2022 年卓上カレンダー 

 ご応募お待ち 

しています♪ 

問い合わせ・キャッチフレーズ応募先 

（公財）兵庫県勤労福祉協会 ひょうご仕事と生活センター  

〒650-0011 神戸市中央区下山手通 6-3-28 兵庫県中央労働センター１階 

TEL：078-381-5277 FAX：078-381-5288  

E-mail：info@hyogo-wlb.jp  

URL：https://www.hyogo-wlb.jp/ 

mailto:info@hyogo-wlb.jp
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 県立神出学園では、不登校やひきこもりの青少年を抱える家族、学校の教員、関係諸機

関等の職員を対象に、学園の概要や支援内容について広くご理解いただくための説明会や
研修会を実施しています。 
このたび、「不登校」や「ひきこもり」の青少年への対応や関わり方について紹介し、参

加者とともに不登校支援について考えていくため、本学園の持つノウハウを広くお伝えす
るオープン講座を開催しますので、参加者を募集します。 

 
記 

 
１ 参加対象  保護者、学校関係者、 

教育支援センター（適応指導教室）関係者その他希望者 
 
２ 開催日時  令和４年７月 27 日（水） 13:15～16:00(受付開始 13:00) 

 
３ 場  所  姫路市コンベンションセンター アクリエひめじ ４階 会議室 407 

〒670-0836 姫路市神屋町 143－2  
  

４ 内  容  ① 講演「神出学園の不登校支援」 
           県立神出学園 校長 宮脇 智子  
 

② パネルディスカッション「神出学園の生活で得たもの」 
(パネリスト) 

  学園修了生・修了生保護者  
主任専門指導員・心理カウンセラー・生活指導員 

(コーディネーター)  
   主任専門指導員 

 
③ 質疑応答 

 

５ 申込方法  令和４年７月 12 日（火）までに、 
メールまたはFAX（別紙申込書）または電話にて 
お申し込みください。(定員 45 名) 

 
６ 申込み先  〒651-2304 
（問合せ先） 神戸市西区神出町小束野 30 

兵庫県立神出学園 教務課 前田 
TEL (078)965-1122 FAX (078)965-1123 
ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞｱﾄﾞﾚｽ https：//www.kande-gakuen.jp 

 
※ 新型コロナウイルス感染症の影響により、実施を見合わせる場合があります。 
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 各市町の教育支援センター(適応指導教室)及び不登校支援機関に通う不登校児童生徒及
び不登校傾向にある児童生徒を対象に、「神出学園での交流体験」を実施します。その活
動を通して、達成感等を得ながら、他者とふれあう機会とします。 
 また、社会自立への一助とするとともに、学園の環境やプログラム、支援を知ってもら
う機会とします。 

 
記 
 

 

１ 開催日時  第１回 令和４年６月 24 日（金） 10 時 30 分～14 時 30 分 
        第２回 令和４年８月 22 日（月） 10 時 30 分～14 時 30 分 
        第３回 令和４年 10 月 28 日（金） 10 時 30 分～14 時 30 分 
 
２ 場  所  兵庫県立神出学園（神戸市西区神出町小束野 30） 
 
３ 参加対象  各教育支援センター(適応指導教室)及び不登校支援機関に通う不登校も

しくは不登校傾向にある児童生徒と保護者、教員、関係者 
 
４ 人  数  児童生徒 20 名程度 
 
５ 内  容  活動内容例 
         ・学園プログラム体験 

          （動物とのふれあい、スポーツ、読書、ミュージック等） 
         ・もの作り、季節の遊び、施設見学等 
 

６ 参 加 費  600 円（教材費、損害保険料） 
 
７ 問合せ先  〒651-2304 

神戸市西区神出町小束野 30 
兵庫県立神出学園 教務課 前田・山本 
TEL (078)965-1122 FAX (078)965-1123 
ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞｱﾄﾞﾚｽ https：//www.kande-gakuen.jp 
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 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：県男女青少年課  電話：078-362-4185 

 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 

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。  

保育相談専門員が「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・年末を除く） 

◆電話番号 ＃７３５０   078－341－7711（内線 2920） 

◆Eメール  kodomoseisaku@pref.hyogo.lg.jp 

（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） 

 
 
 

蒸し暑い梅雨の時期、汗をぬぐったり、手をふい

たり、親子で暮らしに「手ぬぐい」を取り入れて

みませんか？ 

手ぬぐいは、吸収力はありませんが、乾きが早い

ので、梅雨の時期はありがたいですね。 

雑巾などに比べて薄く、お子さんでも取り扱いや

すいため、手ぬぐいを「絞る」機会をつくって、

親子で取り組まれてもいいですね。 

小さなお子さんでしたら、遊びの中に取り入れて

みましょう。細長く畳み、端から三角形になるよ

うに畳んでいくと、ままごとのおにぎりが完成！ 

また、キャンディのように左右をゴムで止める

と、小さなポーチができます。その中に取り出し

やすいものを入れて、出し入れ遊びをしたり、フ

エルトなどで装飾をして、オリジナルのお人形を

作ったりしても、面白いですよ。 

手ぬぐいの柄は色々あるので、季節の柄を飾って

楽しんだり、余裕があれば、畳んだり、結んだり

して、暮らしの中で手ぬぐいを、親子で活用して 

みてください。世界が広がります！ 

 

 

ひょうご孫ギフトプロジェクト 

（ふるさとひょうご寄附金）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

材で作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。 

●お得な制度は？ 

 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。(ふるさと納税制度) 

●寄附のお申し出・問い合わせ先 

 兵庫県こども政策課(TEL078-362-4198) 

●返礼品は？ 

 5 万円以上のご寄附をいただいた兵庫県外在住の個人の方には、県

共通返礼品及び「県立施設共通招待券」を送付いたします。 

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、アドレス

(kodomoseisaku@pref.hyogo.lg.jp)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 

    （福祉部こども政策課） 
 

 

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 

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 

子育てに関する相談はひょうご子育てダイヤルへ 

           LINEチャット相談もできます！ 
子育ての悩みや疑問に保育士が無料で対応します。必要

に応じて看護師や栄養士など専門家によるオンライン無

料相談や家庭訪問も。まずは #7312 に気軽にお電話して

ください。  

◆開設時間 月曜～金曜 9：00～17：00     ◀ HPは 

     （祝日・年末を除く）          こちら 

◆電話番号 ＃７３１２   078－362－4183（内線 2863） 

◆Eメール  kodomoseisaku@pref.hyogo.lg.jp 

（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） 

mailto:kodomoseisaku@pref.hyogo.lg.jp

