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◇開催予定◇ 

・特別展「ボストン美術館所蔵 THE HEROES 刀剣×浮世絵－武者たちの

物語」展 関連 こどものイベント 

＊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。 

 

★ 詳しくは、兵庫県立美術館ウェブサイト「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 

兵庫県子ども・子育て支援推進本部ニュース 第 1９５号 

号         

  

令和４年（２０２２年）９月 

ひょうご 

子ども未来通信９月号 
http://web.pref.hyogo.lg.jp/hw08/hw08_000000008.html 

 

令和４年８月２４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。 

◎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 年（2022）9 月 10 日（土）～10 月 18 日（火） ※水曜休館 

 会場：赤穂市立歴史博物館 

 

・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。 

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

 

■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！ 

 

 

 

 

 

「こどもプログラム」ページ

をチェックしてね！ 

また、展覧会も見に来てね♪ 

 

 
美術館のようせい ントチャン 
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問合せ先 

アート de 元気ネットワークひょうご推進会議事務局 

〒650-8567 神戸市中央区下山手通 5-10-1 兵庫県芸術文化課内 

TEL:078-362-3171  

HP：https://hyogo-artdegenki.jp  アート de 元気で検索！ 

Facebook：https://www.facebook.com/artdegn 

インスタグラム：https://www.instagram.com/art_de_genki/ 

のぞいてみよう ひょうごのアートフェスティバル！ 

「アート de 元気ネットワークひょうご」9 月のイベント 

①豊岡アートシーズン 2022 

場所：豊岡市内各所 

日時：開催中～2023/3/31（金） 

問合せ先：Toyooka Art Season 事務局  

TEL:0796-23-1160 https://toyooka-artseason.jp 

②六甲ミーツ・アート芸術散歩 2022 

場所：六甲山上施設 10 会場 

日時：開催中～11/23(水・祝)  

問合せ先：六甲ミーツ・アート芸術散歩 2022 インフォメーション 

TEL:078-891-0048  https://www.rokkosan.com/art2022/ 

 

③木彫フォークアートおおや 

場所：養父市立おおやホール 

日時：9/16(金)～10/2(日)  

問合せ先：木彫フォークアートおおや事務局 

TEL：079-669-0120   https://mfa-oya.com 

   https://www.facebook.com/mokutyou.folk.art/ 

 

④丹波篠山・まちなみアートフェスティバル 

場所：丹波篠山市河原町妻入商家群 

日時：9/17(土)～9/25(日)  ※20 日(火)、21 日(水)休廊 

問合せ先：丹波篠山・まちなみアートフェスティバル実行委員会 

TEL:079-552-2524   http://sasayama-art.com/iraka 

 

兵庫県では、県内の芸術祭やアートプロジェクト等が連携し、相互に情報発信しながら、アート

の魅力を発信しようと「アート de 元気ネットワークひょうご」の取組みを進めています。 

県内各地域で、伝統的建築物や自然風景といった地域固有の資源と芸術を融合した魅力的な芸術

祭が開催され、それらを紹介するガイドブックを作成しました。子どもから大人まで楽しめるもの

となっておりますので、ぜひガイドブックを手に、芸術の秋に県内各地で開催される芸術祭を訪ね

てみませんか？ 
 
また、アート de 元気ネットワークひょうごではこの取組みに協力していただく、会員を募集し

ています。ご興味のある芸術団体様がおられましたら下記連絡先までお問い合わせよろしくお願い

します。 

 

(HP) (Facebook) 
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＊『古代人の生活体験 －体験！古代の夜－』 

ナイトミュージアム・薪焚き・調理体験・本物の弥生土器にふれる体験などご家族でお楽しみください。 

・日 時 10 月 15 日(土) 16:30～19:30  

  ・定 員 ５組（１組４名まで） 小学４年生以上対象  要予約  

・受 付  9/15(木)まで Ｗeb または往復はがきで  

  ・参加費  １人 300 円                       夜の竪穴住居はこんな感じ 

 

 

 

秋季特別展 「丹波焼誕生 －はじまりの謎を探る－」 

 

日本六古窯の一つとして知られる丹波焼のはじまりについては長い間謎に包まれて

いましたが、昭和 52(1977)年に行われた丹波焼最古の窯の一つである三本峠北窯跡

の発掘調査が解明のきっかけとなりました。 

本展ではその調査成果をふまえて、影響を受けたと思われる他地域産のやきものも

紹介しながら、丹波焼の成立について考えます。 

 

期  間  10月１日(土)～11 月 27 日(日)まで 

（月曜日休館 ただし 10 月 10日は開館、翌 11 日が休館）                       

観覧時間  午前９時 30 分～午後５時（入場は午後４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。                                 

 

【９月受付の古代体験講座】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

兵庫県立考古博物館からのお知らせ① 

＊『遺跡ウォーク 西脇市の遺跡散策－緑風台窯址

と周辺の史跡をめぐる－』                  

丹波焼のはじまり！ 西脇市緑風台窯址と周辺の史

跡をめぐります。                      

・日 時 11 月 20 日(日) 10:10～15:00 

・定 員 25 名 中学生以上対象 要予約  

・受 付 9/20(火)～ 10/20(木)まで 

Ｗeb または往復はがきで  

・参加費 １人 500 円 

 

＊『草花文の壺をつくろう』 粘土で壺をつくり、 

丹波焼を参考にして草花の模様をつけましょう。 

・日 時 10 月 22 日(土) 10:00～15:00  

・定 員 15 名 小学４年生以上対象 要予約  

・受 付 9/22(木)まで Ｗebまたは往復はがきで 

・参加費 800 円 

＊『古代人の生活体験 －挑戦！弥生の昼ごはん－』 

石のナイフで肉や野菜を切り、弥生土器でスープを 

作ります。ご飯も土器で炊いて、楽しい弥生時代の 

お昼ごはんを！ 

・日 時 11 月 13 日(日) 10:30～14:00 

・定 員 ７組（１組４名まで） 

小学４年生以上対象 要予約  

・受 付 9/13(火)～ 10/13(木)まで  

Ｗeb または往復はがきで  

・参加費 １人 300 円  

 

 

 

弥生時代の土器で

つくった鍋料理

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、まが玉をつくろう。（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つくろう。（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てみよう。 

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 先着 24組〔１組 5人まで〕 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〔１組 5人まで〕） 

・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からのお知らせ② 

https://www.hyogo-koukohaku.jp/
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９月開幕  秋季企画展「儀礼の器 商周青銅器」 

 

 中国では王朝が成立した紀元前 18 世紀頃に青銅器が登場します。それらは日常

の器ではなく神々と交わり政治決定を行う儀礼の場で用いるものでした。   

初期には伝統的な陶器を模したものでしたが、鋳造技術の発達に伴い、形や紋様は

より複雑なものへ、また儀礼の変化に伴い用いる器種も変化していきます。 

本展では、商(殷)から西周時代の青銅器の中から、儀礼の中心となる伝統的 

な酒器、食器を展示し、形態的変化や青銅器に表れる思想などを紹介します。 

・期  間  令和４年９月１７日(土)～令和５年３月１２日(日) 

       （水曜日休館 11/24、12/20～1/1 休館 10/13～11/23 無休） 

・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  

 

 

春季企画展 「漢王朝のやきもの」  まもなく閉幕 

漢代(紀元前 202 年～後 220 年)は、多くの種類のやきものがつくられ、褐釉陶

や緑釉陶といった鉛釉陶が本格的につく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） お見逃しなく 

・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  

  

 

※ 観覧料の割引、アクセス、年間の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） 

    TEL 0790-47-2212   FAX 0790-47-2213  

【 https://www.hyogo-koukohaku.jp/kodaikyou/】 

 

 

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 

「褐釉博山酒樽(後漢）」 

〔かつゆうはくざんしゅそん〕 

https://www.hyogo-koukohaku.jp/kodaikyou/
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企画展 

「ひょうごの恐竜展 ～タンバティタニスとヤマトサウルス」 

  兵庫県において、丹波地域と淡路地域からの恐竜化石の発見は一躍脚光を浴び、現在ではとも

に新属新種の恐竜として学名が与えられています。さらに県内産の恐竜の歯や卵殻の化石も着々

と研究が進められています。本展では、県内産の２大恐竜をはじめ、恐竜の歯や卵殻等に注目し

て、その特徴に迫ります。また、当館が県民と協働で実施している調査研究や普及教育の紹介の

ほか、３Ｄ映像やクイズなどのデジタルコンテンツもお楽しみいただけます。 

 

（１） 期 間 令和４年７月 15 日（金）～令和５年１月９日（月・祝） 

（２） 会 場 兵庫県立人と自然の博物館 ２階展示フロア 

（３） 展示内容 

化石資料（実物化石およびレプリカ等）        生体復元模型 

  

 

 

 

 

 

 

展示点数：210 点             展示点数：11 点 

 

ミニ企画展 

「干潟に侵入する脅威の外来植物ヒガタアシ」 

ヒガタアシ（学名：スパルティナ・アルテルニフロラ Spartina alterniflora）は北アメリカ

の大西洋岸およびメキシコ湾岸原産の干潟や河口の塩性湿地に生育するイネ科多年生草本です。

本種は干潟の陸地化や沿岸域の保護を目的とした意図的な導入、また非意図的な移入・逸出によ

って世界各地に分布を広げており、定着地に大規模な密生群落を形成することで在来の生態系や

産業に大きな影響を及ぼしています。 

本展示では、ヒガタアシの早期発見と効果的な防除に向けた情報発信を目的に、栽培株を＊展

示すると共に、本種の形態や侵入地の状況、干潟や塩性湿地に生息・生育する在来の動植物など

について解説します。 
＊ 環境省近畿地方環境事務所から栽培および展示許可を取得済み 

 （１）期 間  令和４年８月 13日（土）～10 月 15 日（土） 

 （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）展示内容 ヒガタアシの栽培株 １点 

         在来植物の栽培株  ２～３点 

         ベントス標本    ５点 

         鳥類はく製     ３点 

         解説パネル（A1）  ５～６点 
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１ フロアスタッフとあそぼう「きょうりゅう骨パズル」 ９月３日（土） 

  大きな丹波の恐竜（タンバティタニス）の骨パズルをみんなで完成させよう！ 

・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。  

※定員になり次第受付は終了します。    

※小学 2 年生以下は保護者同伴でご参加ください。 

 

２ ワークショップ「とっても簡単！化石のレプリカづくり」 ９月４日（日） 

  自分だけのオリジナルアンモナイトをつくってみましょう。  

・時間：10：30～16:00(11:30～13:00 は昼休憩)  ・場所：4階オープン・ラボ 

・定員：100名 先着順整理券配布 （15 分毎に 4 組限定） 

・参加費：100 円 ・受付：当日 10 時～4階インフォメーションにて先着順に整理券配布 

※小学 2 年生以下は保護者同伴でご参加ください。 

 

３ フロアスタッフとあそぼう「画はくの日」 ９月１０日（土）１１日（日） 

  標本をじっくり観察して描こう！    

・時間：13:30～14:00  ・場所：来てのお楽しみ♪  ・定員：5 組（家族単位） 

・参加費：無料 色鉛筆など道具は貸出し致します。 

・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。 

※定員になり次第受付は終了します。  

※小学 2 年生以下は保護者同伴でご参加ください。 

   

４ フロアスタッフとあそぼう「恐竜時代の生きものに色をつけよう」 

９月１７日（土）、１８日（日） 

  ダンボールの立体的な恐竜時代の生きものに色をつけよう！    

※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ができません。 

・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）  ・参加費：無料 

・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。 

※定員になり次第受付は終了します。  

※小学 2 年生以下は保護者同伴でご参加ください。 

 

５ 花ぬりえ ９月１７日（土） 

  季節の花を観察しながら、塗り絵を楽しみましょう。 

・時間：14：30～16：00  ・場所：4階オープン・ラボ 

・定員：なし  ・参加費：無料  ・受付方法：当日会場へ随時 

 

６ えんがわミュージアム ９月１８日（日） 

  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 階再入館出入口付近 

 

７ さがそう秋の花 ９月１８日（日）※小雨決行 

  深田公園で初秋に咲く花を探しにいきましょう。 

・時間：11:30～12:00  ・場所：深田公園  ・定員：20 名  ・参加費：無料 

・受付：11:20～1 階再入館出入口付近で先着順にて受付。 

※定員になり次第受付は終了します。 
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８ 花工房 ９月１８日（日） 

  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ること。マスク着用推奨） 

・定員：各回 4 組  ・受付方法：11:30～ 4 階中セミナー室前で先着順整理券配布。 

 

９ ドリームスタジオ「自然を封入しよう！」 ９月１８日（日） 

  封入標本をつくってみよう！ 

・時間：13:00～15:00  ・場所：4 階実習室  ・参加費：500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ること。マスク着用推奨） 

・定員：20人（※1人につき 1 個まで） 

・受付方法：12:45～4 階実習室前で先着順にて受付。 

※定員になり次第受付は終了します。 

 

10 身近なバッタの見分け方 ９月１８日（日）※雨天中止 

  深田公園で観察できるバッタ類について、見分け方を伝授します。 

・時間：13:00～13:30  ・場所：深田公園、1 階再入館出入口付近 

・参加費：無料  ・定員：なし 

 

11  ワークショップ「ひとはくストラップづくり」 ９月１９日（月・祝） 

  ひとはくの標本のぬり絵をストラップにしよう！ 

・時間：10：30～16:00(11:30～13:00 は昼休憩) 

・場所：4階オープン・ラボ  ・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） 

※小学 2 年生以下は保護者同伴でご参加ください。  

 

12 ワークショップ「ひとはく缶バッジづくり」 ９月２３日（金・祝） 

  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階オープン・ラボ  ・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） 

※小学 2 年生以下は保護者同伴でご参加ください。 

 

13 解説！篠山層群の生き物たち ９月２４日（土） 

  本館 2階と 3階の恐竜関係の展示、恐竜化石のクリーニング作業が行われている恐竜ラボを

案内します。 

・時間：13:00～13:30  ・場所：2 階企画展示・3 階恐竜展示室・恐竜ラボ 

・対象：どなたでも  ・定員：なし  ・参加費：無料 

・受付：当日 13 時に、3 階「丹波の恐竜化石」展示室前集合 

  

14 フロアスタッフとあそぼう「どうぶつビンゴ」 ９月２４日（土） 

  兵庫にはどんな動物がすんでいるかな？クイズやビンゴで楽しく動物のことを知ろう！ 

・時間：13：30～14:00  ・場所：3 階動物剥製前 

・定員：5組（家族単位）  ・参加費：無料 

・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。 

※定員になり次第受付は終了します。 

※小学 2 年生以下は保護者同伴でご参加ください。 
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15 紙トンボづくり ９月２５日（日） 

  竹トンボの竹の代わりに、牛乳パックを使ってよく飛ぶ紙トンボを作ります。 

・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ること。マスク着用推奨） 

・定員：各回 7 組（家族単位） 

・受付方法：12:45～ 4 階実習室前で先着順整理券配布。 

※定員になり次第受付は終了します。 

 

16 ひとはく探検隊「ドングリの赤ちゃんをさがそう」 ９月２５日（日） 

  実りの秋が近づいてきました。深田公園で地面に落ちる前のドングリをさがそう！ 

・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：5組(家族単位）  ・参加費：無料 

・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。 

※定員になり次第受付は終了します。 

※雨天時、外で観察が出来ない場合は、４階ひとはくサロンで、どんぐりについてのお話をし

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。 

 

 

 

 

 

◆セミナーのお知らせ 

 

１ 個別業種セミナー 「ウィズコロナ時代の福祉の仕事」 

新型コロナウィルスの蔓延以降、福祉の現場では、利用者やその家族への対応や業務の手順などで様々

な変化がありました。この状況が長引く中、どのような働き方や技術が求められるかを知り、福祉の職

場で働くことを目指しませんか。 

長年介護施設で勤務をしてきた福祉のスペシャリストに、福祉職場の現状や働きがいについて具体的な

お話を伺います。 

 

日 時 令和４年９月２７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 県内在住、在勤でテーマに興味のある女性 ２０名 

講 師 船越綾子さん（介護老人保健施設ハーモニー園 管理者・主任介護支援専門員） 

応募締切 ９月１６日（金）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） 
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２ 女性のための働き方セミナー「アンコンシャス・バイアスを考える」 

アンコンシャス・バイアスに気づかず、無意識のうちに性別による差別・区別が生じ、働き方に影響

をおよぼすことがあります。固定的な性別役割分担意識や性差に関する偏見の解消、固定観念の打破に

取り組めるよう、講義やワークで、自分や社会がもつアンコンシャス・バイアスを知り、再就職にむけ

て自分らしい働き方をみつけましょう。 

日 時 令和４年９月 30 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 12 名 

講 師 瀧井智美さん 

（(㈱)ICB 代表取締役、キャリアコンサルタント、ワークライフバランスコンサルタント） 

応募締切 ９月 20 日（火）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） 

 

３ 女性のための働き方セミナー「子育て世代のキャリアデザイン」 

将来どのような仕事や働き方をしたいですか？ 

変化する社会のなかで、With コロナだけでなくAfter コロナも見据えた働き方を考え、仕事の探し方

や向き合い方を学び、子育て中の講師から専業主婦から復職するまでの経験談や自分らしく働く秘訣も

お伝えします。再就職に向けて、自分らしい働き方を具体的に考えて行動していきましょう！ 

日 時 令和 4年 10 月 4 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 畠中 直美さん（一般社団法人チャレンジド LIFE 代表、キャリアコンサルタント） 

応募締切 9 月 20日（火）12：00（応募者多数の場合は抽選） 

 

４ 女性のための働き方セミナー「働く女性の知っておきたい法律と制度」 

コロナ禍で厳しい雇用の状況に出会った時、事前に働く上での基礎知識があれば、就職活動時の力強

いスキルになります。雇用契約書や雇用保険、産休・育休についてなど、働く上で知っておきたい基礎

知識を具体的な事例等から学び、今後、前向きに再就職に取り組む力をつけましょう。 

日 時 令和４年 10 月７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 12 名 

講 師 髙見香織 さん 

（社会保険労務士、ファイナンシャルプランナー、キャリアコンサルティング技能士） 

応募締切 ９月 27 日（火）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） 
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５ 育児・介護等離職者再就職準備セミナー 子育て中の今だから考える！これからのマネープラン 

子育てのために離職したがこれから再就職を考えている、育児休業をとって子育てに集中している、

時短勤務しながら子育てをしている、フルタイムで子育てをしている、などいろいろな環境で、今、子

どもと向き合っておられると思います。仕事と子育ての両立を考えてはいるけれど、さまざまな不安と

向き合うことも少なくありません。これから先、安定した生活基盤を確保するためには、こうした「転

換期」に一度立ち止まって、これからの自分自身のマネープラン、ライフプランを再度考え直してみる

必要があります。 

このセミナーを通じて、社会保障制度や扶養控除などの税金関係について理解を深め、これから老後

までを考えた生活プランをいっしょに考えてみませんか。 

日 時 令和４年１０月２０日（木）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 再就職を考えている子育て中の方、産休・育休中の方、将来的に育休を取得して働き続けたいと考えている方など  

         10名（組）※お一人での参加、パートナーとの参加、どちらでもご参加いただけます 

講 師 大津恵美子さん（社労士・FP 事務所スマイルポート大津代表、 

ファイナンシャルプランナー、社会保険労務士・キャリアコンサルタント） 

応募締切 10 月７日（金）13：00（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） 

 

６ 女性のための再就職１日集中講座  面接に役立つ！ビジネスマナーの習得 

就職活動を進めるうえで必要不可欠な「ビジネスマナー」の基本について、特に面接に役立つポイン

トを実践形式で学び、しっかりと習得しましょう。あわせて、就職に役立つ「ビジネス文書の書き方」を

体系的に学び、自信をもって就職活動に臨みましょう。 

日 時 令和４年９月２２日（木）10:00～16:00 

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 再就職を希望する女性 15名 

講 師 松岡 利恵子さん（社会保険労務士 ニシモト事務所 代表、特定社会保険労務士） 

応募締切 ９月９日（金）13：00（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） 

 

７ 次世代向け男女共同参画セミナー 

「人生 100 年時代を生き抜くためのキャリア形成とジェンダー平等について考える」 

次世代向け男女共同参画セミナー「人生 100 年時代を生き抜くためのキャリア形成とジェンダー平

等について考える」を開催します。 

人生100年時代を自分らしく生き抜くためのキャリア形成とは何か。ジェンダーの視点から、そうし

た課題とその克服の仕方を対談を通して明らかにしていきます。大学生の取組事例も参考に、ジェンダ

ー平等の実現のためにするべきこと、できることをいっしょに考えてみましょう。 

日 時 令和 4年 10 月５日（水）10:30～12:00 

受講料 無料 
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構  成 

（１）発表 「学生に関連したジェンダー問題の解決」 

関西学院大学 HeForSheKG 代表 黒岡莉奈さん 

「キャリア形成を阻む性的役割分担意識」 

神戸女子大学文学部・国際教養学科 栃尾葵さん 

（２）対談 メットライフ生命保険株式会社社外取締役 濱田奈巳 氏  

同           増山美佳 氏 

参加資格 県内在住・在勤・在学の方 

参加方法 インターネットを利用した動画配信の視聴によりご参加いただきます。お申し込みの際

にご登録いただいたメールアドレスに動画配信サイトの URL を開催日の 3 日前までに

お知らせいたします。 

申込方法 チラシ記載の QR コードをお持ちのスマートフォンで読み込むか、当センターのホーム

ページから 9 月 27 日（火）までに、お申込みください 

主  催  兵庫県 メットライフ生命保険株式会社 

 

８ あなたを輝かせる人生 100 年時代セミナー 

「更年期を起点に幸福度をあげる ～人生 100 年時代の女性の折り返し地点を考える～」 

あなたを輝かせる人生 100 年時代セミナー「更年期を起点に幸福度をあげる～人生 100年時代の女

性の折り返し地点を考える～」を開催します。 

40代～50代に迎える更年期。仕事・子育て・介護と多様な役割を担う時に、女性が心身 

の不調を迎え、悩む方が増えています。そんなあなたが一人で辛さを抱えずに乗り切り、更年期からの

人生を楽しむためのヒントを紹介します。人生100年時代の楽しみ方を再発見する機会にしませんか。 

日  時 令和 4 年 10 月 17 日（月）14:00～16:00 

受 講 料 無料 

講  師 高本玲代（たかもとあきよ）さん〔株式会社 よりそる代表取締役〕 

参加資格 県内在住・在勤・在学の方 

参加方法 インターネットを利用した動画配信の視聴によりご参加いただきます。お申し込みの際

にご登録いただいたメールアドレスに動画配信サイトの URL を開催日の 3 日前までに

お知らせいたします。なお、動画の受信に不安のある方や、受信できる機器がないけれ

ど是非受講したいとお考えの方は、お電話でご相談ください。 

申込方法 チラシ記載の QR コードをお持ちのスマートフォンで読み込むか、当センターのホーム

ページから 10 月 11 日（火）までに、お申込みください 

 

（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   10月 18 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  9月 20 日（火）～10月 1 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   9月 28 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 

 

３．イーブンイベント『親子であそぼう』 

イーブンの保育室を開放します。いろいろな種類のおもちゃ遊びを通して「こんなことできるんだ!!」

の発見があるかもしれません。簡単なリズム体操も行います。親子でご参加ください。 

日 時   9月 14 日（水）10:00～11:30 

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   兵庫県在住で、１歳半からおおむね 4 歳までのお子さんをお持ちの方（親、祖父母等） 

定 員   5組（１歳半～おおむね 4歳まで） 

参加費   無料 

募集期間  8月 8 日（月）～9 月 8日（木） 

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。 

 

上記１．２．３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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 兵庫県は、こころ豊かな人づくりを進める一環として、平成６年10月に不登校等の青少

年を対象にした新しい学びの場である兵庫県立神出学園を設置しました。 

 当学園では、豊かな自然の中でスタッフや仲間とふれあい、様々な体験を通じて一人一

人が自己理解を深め、進路発見ができるよう支援しています。 

この度、令和４年度追加募集（10月生）をします。 

 

記 

 

１ 対 象 者  中学校を卒業した県内在住の23歳未満（令和４年４月１日現在）の者

で、不登校等により心に悩みを抱えながらも、自分の生き方や進路等を

見つけたいという意欲を持ち、体験活動や寮での共同生活ができる人。 

 

２ 募集人員  若干名 

 

３ 入 学 日  令和４年10月19日（水） 

 

４ 在籍期間  入学日から令和６年３月末まで 

 

５ 授 業 料  無料 

ただし、諸活動費として毎月35,000円（入学月のみ70,000円）必要 

 

６ 願書受付  令和４年８月25日(木)～９月６日(火) 

 

７ 選 考 日  第１次選考 令和４年９月７日(水)～９月８日(木)のいずれか１日 

選考日時は出願受付後決定し個別に通知します。 

第２次選考 令和４年９月20日(火) 

 

８ 選考会場  県立神出学園 

 

９ そ の 他  出願書類の必要な方は、県立神出学園（TEL: 078-965-1122）まで 

お問い合せください。 

当学園のホームページ（https://www.kande-gakuen.jp）からも 

ダウンロードできます。 

 

 

 

 

 

兵庫県神出学園 令和４年度追加募集（１０月生）について 

https://www.kande-gakuen.jp/
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 兵庫県立神出学園 令和４年度追加募集（10月生） 募集要項                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

対象者 

中学校を卒業した県内に在住する 23 歳未満（令和４年４月１日現在）の者

で、不登校等によって心に悩みをかかえながらも、自分の生き方や進路等を見

つけたいという意欲をもち、体験活動や寮での共同生活ができる者。 

募集定員 若干名 

在籍期間 令和４年 10 月 19 日(水)から令和６年３月末日まで 

願書受付期間 令和４年８月 25 日(木)～９月６日(火) 

選考方法 

第 

１ 

次 

選 

考 

期  間  令和４年９月７日(水)～９月８日(木)のいずれか１日 

※ 選考日時は出願受付後随時決定し個別に通知します。 

選考方法  ・書類審査 

・面接(本人及び保護者) 

・作文等 

結果通知  選考結果は郵送により通知します。 

第 

２ 

次 

選 

考 

期  間  令和４年９月 20 日(火)  

選考方法  １日の体験入学 

・集団生活 

・体験プログラム 

結果通知  選考結果は郵送により通知します。 

選考にかかる費用 3,680 円 ※第１次選考受付時に徴収します。 

出願書類 

(1) 入学願書 (様式第１号) 

(2) 履 歴 書  (様式第２号)   

(3) 照会回答書 (様式第３号) 開封されたものは無効。 

(4) 健康調査票 (様式第４号) 

(5) 食物アレルギーに関する事前調査票 (様式第５号) 

(6) 写真１枚(縦 4.5 ㎝×横 3.5 ㎝) 裏面に名前を記入し履歴書に貼付。 

(7) 返信用封筒２通 

※市販の長形３号封筒(縦 23.5 ㎝×横 12.0 ㎝)に応募生本人の送付先を記入。 

切手は不要。 

出願書類の提出方法 

郵送の場合は、受付最終日の午後５時必着です。 

持参の場合は、土曜日･日曜日を除く午前９時から午後５時までです。 

第１次選考の日時は別途通知します。 

【注意】本学園に提出された出願書類等は、返却しませんのでご了承くださ

い。 

出願書類の請求方法 

返信用封筒(市販の角形２号(縦 33.2 ㎝×横 24.0 ㎝)に 140 円切手を貼付し、返

送先を記入したもの)を同封して本学園あてに請求してください。 

また、ホームページからもダウンロードできます。 

(https://www.kande-gakuen.jp) 

申込み及び 

問い合わせ 

兵庫県立神出学園 

〒651-2304 神戸市西区神出町小束野 30 

TEL(078)965-1122  FAX(078)965-1123 
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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 

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） 

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 

 
 

 

食卓をミツロウでつくったお気に入りのラップで

彩り、食欲の秋を満喫しませんか？ 

ミツロウは、巣作りのためミツバチの体から分泌さ

れる蝋です。お子さんが使うクレヨンや、木のおも

ちゃの塗装にも使われています。 

作り方は、ミツロウを並べた薄手の綿の布をクッ

キングシートで挟み、上から低温のアイロンを当て

ます。ミツロウを溶かしながら、布に染み込ませ、

冷めたら完成です。溶けたミツロウが、アイロンに

つかないよう当て布や、アイロン台の上に新聞紙を

敷いておきましょう。制作時の火傷はもちろん、１

歳未満のお子さんやアレルギーのある方は、ミツロ

ウを口に入れないようご注意ください。完成したラ

ップは熱に弱く、電子レンジでは使えない等、使い

方に制限がありますが、何度も利用できます。 

オススメの使い方は、おやつの時間。食卓が華や

かになり、中身が見えず何が入っているかお子さん

がラップを開ける楽しみが増えます。 

親子で美味しいひと時を！ 

 

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 

で検索！ 

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

