
20人程度
50円
4月19日㊎までに所定の申込

書を で同校へ
079（676）4731
079（676）4008

南但馬自然学校 検索

明石海峡大橋 海上ウォーク
5月25日㊏、26日㊐8時45分～14
時40分
明石海峡大橋の管理用通路を歩き
ます。小・中学生は保護者同伴。
小学4年生以上
橋の科学館（神戸市垂水区）集合
各日1,200人（先着）
高校生以上3,500円、中学生以

下2,500円
4月23日㊋（消印有効）、 5

月8日㊌までに明石海峡大橋海上
ウォーク受付係へ
06（6252）4009
06（6252）5089

明石海峡大橋海上ウォーク 検索

新緑の林道自然観察ウォーキング
5月28日㊋（8時集合）～29日㊌
1泊2日で瀞

とろ

川・氷ノ山林道をバス
と徒歩（1日約3㌔）で巡ります。
県内在住者
県林業会館（神戸市中央区）集合
40人（抽選）
1万円
5月7日㊋（必着）までに （往

復はがき。1通2人まで。各人の住
所、氏名、年齢、性別、電話番号記
入。重複申し込み不可）で兵庫県治
山林道協会〒650-0012神戸市中
央区北長狭通5-5-18へ
078（371）0210
078（371）6632

兵庫県治山林道協会 検索

食を取り、自然観察や残雪そり大会
を行います（天候による変更あり）。
上山高原ふるさと館（新温泉町）集合
中学生以上1,500円、小学生以

下1,000円
4月12日㊎までに で同

館へ
0796（99）4600
0796（99）4601

上山高原エコミュージアム 検索

ありまふじフェスティバル'19春
4月20日㊏、21日㊐10時～16時
園内を散策する「ぶらぶらビンゴ！」、
クラフトやステージ、移動博物館、飲
食・物販のブースなど。
県立有馬富士公園（三田市）
一部有料
同園
079（562）3040
079（562）0084

ありまふじフェスティバル 検索

春の下水道施設見学会
4月21日㊐10時～14時20分
約1時間で下水道の役割や浄化セ
ンターの仕組みを学び、施設を見
学。マンホールカードなどのプレゼ
ントも。計5回開催、当日受け付け。
加古川上流浄化センター（小野市）
各回80人（先着）
同センター
0794（63）5554
0794（63）7540

加古川 春の下水道施設見学会 検索

第1回 大人の自然学校
4月24日㊌13時～16時
「絶滅危惧種を探そう」をテーマに、
希少種を観察しながら周辺の野山
を散策します。
県立南但馬自然学校（朝来市）

無料

淡路夢舞台桜祭 
花見の庭2019
4月14日㊐まで10時～18時
浮世絵に登場する花見を再現した
庭や、伝統園芸植物を使った江戸の
町並みなどが楽しめます。
奇跡の星の植物館（淡路市）
一般600円、70歳以上300円、

高校生以下無料
同館
0799（74）1200
0799（74）1201

淡路　奇跡の星 検索

さくらまつり
3月30日㊏～4月7日㊐9時～21時
約1,000本のソメイヨシノが咲き乱
れ、夜はちょうちんで夜桜観賞もで
きます。土曜、日曜は駐車場有料。
県立播磨中央公園（加東市）
同園
0795（48）5289
0795（48）3316

播磨中央公園 検索

春の里山まつり
4月14日㊐10時～15時
木工クラフトや草木染め体験、ビン
ゴゲーム、農産物の販売など。先着
50人にぜんざいの振る舞いも。
県立ささやまの森公園（篠山市）
一部有料
同園
079（557）0045
079（557）0201

ささやまの森公園 検索

上山高原山開き・山焼き
4月20日㊏9時～15時※雨天の場
合、翌日に延期
上山高原で山焼き作業をした後、昼

無料

この情報は3月15日現在のものです。
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県内の体験イベント情報
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おでかけひょうご

クイズの答え、希望するプレゼント（番号と名
前）、住所、氏名、電話番号、感想を記入し、4月
15日㊊（消印有効）までに 〒650-8567（住
所不要） 078（362）3903 dayori@koho.
pref.hyogo.lg.jpで県広報戦略
課県民だより「プレゼントクイズ」
係へ。

※当選発表は発送をもって代えさせていただきます。ま
た、感想は紙面下の「読者の声」コーナーで紹介させて
いただく場合があります。ご提供いただく個人情報は今
後の紙面作りの参考にさせていただくほか、プレゼント
の送付とそれに係る業務に利用します（①は兵庫セルプ
センター、②は淡路ごちそう館 御食国から発送します）

県立美術館文化の
（神戸市中央区）

こちらからもプレゼントに応募できます

兵庫が目指す姿や新たな兵庫づく
りの基本方針などを描いたものは
何でしょう？（兵庫○○年の展望）
Ⓐ～Ⓒの中から選んでください。

Ⓐ2020　Ⓑ2025　Ⓒ2030

ヒントは1～3面に

一般1,400円（1,200円）、大学生1,000円（800円）、70
歳以上700円（600円）、高校生以下無料※（　）内は20人
以上の団体料金 神戸市中央区脇浜海岸通1-1-1 078

（262）0901 078（262）0903 兵庫県立美術館 検索

本券を窓口で提示すると
団体料金で観覧できます。
※本券1枚で2人まで有効 
※他の割引との併用不可 
※コピー不可

観覧料割引券
県立美術館 特別展

没後130年 河鍋暁斎
4月6日㊏～5月19日㊐

幕末から明治にかけて
活躍した絵師、河

かわなべ

鍋
暁
きょうさい

斎。掛け軸や絵巻、
屏風などの絵画作品は
もとより、錦絵や挿絵本、
工芸品など多様な作品
と日記をはじめとする資
料を通して、その魅力に
迫ります。
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4月6日㊏～5月19日㊐

没後130年 河鍋暁斎
特別展

❶ぼっくりんマドレーヌ（2種類各1個）…7人
高砂市の「あしたばの家」で作られたマドレーヌ。焦がし
バターを使ったプレーン（190円）と、栄養バランスに
優れた明日葉粉入り（230円）の２種類あり、高砂市の
マスコットキャラクター「ぼっくりん」の焼き印入りです。

NPO法人兵庫セルプセンター
078（414）7311 078（414）7312

❷淡路島産ドライフルーツ なるとオレンジ（3袋）…5人
淡路島だけで栽培される「淡路島なるとオレンジ」の果皮のドライ
フルーツ。軟らかな食感を残し、爽やかな酸味やほろ苦さが味わえ
ます。五つ星ひょうご選定商品。1袋580円。

今
月
の
プ
レ
ゼ
ン
ト

明るい選挙の
イメージキャラクター

「選挙のめいすいくん」

県選挙管理委員会
078（362）3101 078（362）3907

または各市区町選挙管理委員会

そろって投票しましょう！
兵庫県議会議員選挙

投票日当日に予定がある人は、
期日前投票ができます

期日前投票
3月30日㊏～4月6日㊏
投票時間：8時30分～20時
（一部の期日前投票所を除く）

4月7日㊐

7時～20時（一部地域を除く）

投票日

投票時間

6平成31（2019）年
4月号 Hyogo検索兵庫県　さわやか提案箱県政へのご意見・ご質問をお受けします。さわやか提案箱
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検索兵庫県 県民モニター県広聴課 078（362）3021 078（362）4291県政に関するアンケートにお答えいただきます。
パソコンでインターネットを使えることが必要です。県民モニター募集中

5,000円（資料教材費）
4月10日㊌までに必要事

項を で同センターへ
078（381）8814
078（381）8716

兵庫県盲ろう通訳・介助員養成 検索

親子農業体験教室の参加者
①米作り、②黒大豆作りを体験
します。
県内在住の小・中学生とそ

の家族
①6～11月の土曜5回②6～

12月の土曜を中心とした6回
兵庫楽農生活センター（神

戸市西区）
①100組（抽選）②40組（抽選）
1組1万3 , 000円②1組

7,500円
4月25日㊍までに所定の申

込書を で同センターへ
078（965）2651
078（965）2653

兵庫楽農生活センター 検索

ふるさとひょうご創生塾の受講生
地域活動に必要な実践力を参加
体験型で楽しく身に付けます。
5月～2021年3月（主に第

2、3土曜）
神戸クリスタルタワー（神戸

市中央区）
30人程度（選考）
年額3万円
4月30日㊋㊡までに所定

の申込書を でふるさとひょ
うご創生塾事務局へ
078（360）9015
078（360）9016

ふるさとひょうご創生塾 検索

すこやか親子セミナーの参加者
親子で共に育つために大切な

〈催し〉

県立病院合同説明会
各病院ブースによる個別相談
など。入退場自由。無料。
看護学生、看護師、助産師
4月27日㊏11：00～16：00
スペースアルファ三宮（神戸
市中央区）
県病院局管理課
078（362）3224
078（362）3322

兵庫県立病院合同説明会 検索

県・市合同職員採用説明会
（東京）
県、県警察、神戸市、姫路市、尼
崎市、明石市、相生市、加古川
市の職員の業務内容や採用試
験などについて説明します。
大学生、社会人
4月10日㊌13：00～16：25
都道府県会館（東京都）
県人事委員会事務局職員課
078（362）9349
078（362）3934

兵庫県・市合同職員説明会 検索

〈募集〉

盲ろう者向け通訳・介助員
養成講座の受講生
指点字、触手話、ノートテイクな
どの基本的な技術やガイドヘル
プの方法を学びます。
県内在住・在学・在勤の人
5月11日㊏～7月6日㊏の土

曜10：00～16：00
ひょうご盲ろう者支援セン

ター（神戸市中央区）
40人（選考）

ことを楽しみながら学びます。
無料。
①②乳幼児親子③1～12カ

月児親子④妊婦、乳幼児親子
①5月8日㊌「親子で学ぶお

口のケア」②6月12日㊌「子ど
ものホームケア」③7月10日㊌
「あかちゃんマッサージ」④8月
14日㊌「アロマと指圧でリフ
レッシュ」
県立男女共同参画セン

ター・イーブン（神戸市中央区）
①25組程度②40組程度③

20組程度④30組程度（いずれ
も先着）

4月4日㊍以降に必要事項
を で県立総合衛生学院事務
部へ
078（733）6611

兵庫県 すこやか親子セミナー 検索

県営住宅の入居者
収入や困窮要件など申し込み
資格あり。申込書は4月15日㊊
から市・区役所、町役場、各県
営住宅管理事務所で配布。
4月22日㊊～26日㊎に所

定の申込書を で各管理事務
所へ
県住宅供給公社
078（232）9585
078（232）9680

兵庫県住宅供給公社 検索

〈助成〉

県立病院看護師修学資金
指定の県立病院に勤務する意
思がある看護学生に修学資金
を貸与。看護師として一定期
間勤務した場合、返還を免除
します。

看護師・助産師を養成する
大学、短大、専門学校に在学し
ている人
75人程度（選考）
月額10万円（2020年4月に

採用となる人）、同5万円（2021
年以降に採用となる人）
◆選考方法＝書類・面接審査

5月10日㊎までに所定の
応募用紙等を で県病院局
管理課へ
078（362）3224
078（362）3322

兵庫県 看護師修学資金 検索

就労環境・福利厚生 
充実貸付（新設）
社員寮や食堂、事業所内保育
施設などの整備を促進するた
め低利の貸付制度を新設。
就労環境改善や福利厚生の

ための施設を設置・整備する
中小企業
◆貸付限度額＝3億円（利率：
年0.45％、期間：10年以内）
県制度融資の取扱金融機関へ
県地域金融室
078（362）3321
078（362）9028

兵庫県中小企業等融資制度 検索

〈お知らせ〉

福祉の職場を 
体験してみませんか
県内の福祉施設で就業体験が
できます。無料。
◆実施期間＝2020年1月31
日㊎まで※期間中何度でも可
◆体験日程＝1施設につき5日
以内
福祉の仕事に興味・関心の

ある人、福祉分野に就職希望
の人※高校生以上

所定の申込書を で県
福祉人材センターへ
078（271）3881
078（271）3882

兵庫県福祉人材センター 検索

一人で悩まないで 
兵庫労使相談センターに 
ご相談ください
労使双方の相談員が、労働条
件や職場でのトラブルなどの相
談に無料で対応します。
◆相談時間＝月曜～土曜（祝
休日を除く）10：00～18：00
中央労働センター（神戸市

中央区）
兵庫労使相談センター
（0120）814164
078（361）3636

兵庫労使相談センター 検索

情報掲示板 この情報は
3月15日現在
のものです。

申し込み
方法

凡例
対象 日時・期間 場所 定員 料金
助成額・補助額 申し込み 問い合わせ
電話 ファクス Eメール アクセス

郵送 電話 
ファクス Eメール 
ホームページ 持参

詳しくは
ホームページに
掲載しています

催 し

募 集

助 成

お知らせ

分譲の場合▶菜園整備助成／最大100万円 ▶太陽光発電システム整備助成／最大
150万円 ▶安全で快適な家づくり助成／最大100万円 ▶多世代近住支援制度／土地
の価格を半額 ▶若年世帯新居購入支援拡充制度／土地の価格を400万円割引 ほか

※適用される助成制
度はエリアごとに異な
りますので、詳しくは
お問い合わせください

定期借地の場合▶太陽光発電システム整備助
成／最大20万円▶安全で快適な家づくり助成／
最大100万円▶菜園整備助成／最大15万円

県企業庁分譲推進課
０７８（３６２）9390
０７８（３６２）４３９４

今なら、県企業庁の助成制
度等をご利用いただけます
（条件あり）

 播磨科学公園都市

光都21
先着順受付中！！

生活は自分流に創造
する、そんな方には 
必 見の自然 豊 かな 
丘陵地の宅地です！

戸建住宅地分譲

所在地／たつの市

4期1・2次 建築条件付宅地分譲・
一般定期借地権付分譲

全48区画（9区画分譲中）
住宅メーカー4社との共同分譲

コート21

ほっとタウン光都

5期1次 建築条件付宅地分譲・
一般定期借地権付分譲
全7区画（5区画分譲中）

※菜園付き住宅地イメージ図
菜園付き住宅地

4期3次 建築条件付宅地分譲・
一般定期借地権付分譲
全7区画（2区画分譲中）

地元工務店4社との共同分譲

検索ほっとタウン光都

住宅メーカー・地元工務店計8社と共同分譲。
区画面積約400平方㍍で「土に親しみ、庭先
で野菜作りを楽しめ、ゆとりある菜園生活」を実
現できる広 と々した宅地。

検索兵庫県　コート21

検索兵庫県　コート21
定期借地プラン新登場

播磨科学公園都市が中播磨の通勤圏内に！！2020年度
開通予定

姫 路 鳥 取 線
播磨新宮IC～山崎JCT（仮称）

今春、芝生広場に
コンビニオープン！

昭和39年、東京オリンピック
聖火リレー（姫路市内）

県が保管する映像や写真
を閲覧できるサイトがオー
プン。懐かしい写真やふる
さとの美しい風景が並び
ます。今後は、県民の皆さ
んからの投稿等も受け付
ける予定です。
ヒョーゴアーカイブス 検索

懐かしい映像や写真を公開
「ヒョーゴアーカイブス」

スタート
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