
ひょうご発信 サンテレビ
過去の放送動画はこちらから

スケッチでたどる 
兵庫の建築と景観

3月22日㊐まで10時～17時
県内各地の歴史的建造物や懐かしい
風景を描いたスケッチを通して、ふるさ
と兵庫の近代の歩みをたどります。
県立歴史博物館（姫路市）
一般500円、大学生350円、高校生

以下無料、70歳以上
250円（観覧料）
同館
079（288）9011
079（288）9013

兵庫県立歴史博物館

神戸に生きる 
吉見敏治洋画展

5月16日㊏まで9時～17時（土曜は
10時～16時）※日曜、祝休日休館
画家の吉見敏治さんによる抽象画の
代表作「壁」シリーズと、阪神・淡路大
震災の状況を描いた記
録画を展示。
県公館（神戸市中央区）
県儀典室
078（362）3823
078（362）3903

県公館

無料

はるまつり2020

3月8日㊐10時～16時
ツリーイング体験やドクタードッグと
の触れ合い、消防士に学ぶロープワー
クのほか、お菓子や軽食の販売も。
県立甲山森林公園（西宮市）
同園
0798（73）

4600
0798（72）

0609
甲山森林公園

チューリップまつり2020

3月20日㊎㊗～4月30日㊍9時～17時
3月は温室内で、4月は花壇で、合わせ
て350品種16万球の色とりどりの
チューリップが楽しめます。
県立フラワーセンター（加西市）
一般500円、高校生以下無料、70

歳以上250円（入園料）
同センター
0790（47）1182
0790（47）1561

兵庫 フラワーセンター

入場無料 いけばなアート展

3月21日㊏、22日㊐10時～17時
（22日は16時まで）
丹波焼の花器を使った生け花を展示。
茶室「玄庵」では、丹波焼の茶器による
呈茶席（有料）があります。
兵庫陶芸美術館（丹波篠山市）
同館
079（597）

3961
079（597）

3967
兵庫陶芸美術館

やしろの森で 
源平あそび合戦！

3月22日㊐14時～17時
加東市の歴史にちなみ、源氏（白）と平
家（紅）に分かれて弓を使った遊びなど
をします。小学生以下は保護者同伴。
県立やしろの森公園（加東市）
同園
0795（44）

1268
0795（44）

1512
やしろの森公園

無料

無料

この情報は2月12日現在のものです。

詳しくは
ホームページに
掲載しています

〝神戸市民の数より組合員数が多い〟生活協
同組合コープこうべ。大正10年に発足した、
国内初の市民による協同組合「神戸購買組
合」と「灘購買組合」が母体。つまり、日本の
生活協同組合のルーツ！設立に関わった社会
運動家の賀川豊彦は「生協の父」です。そん
な歴史への敬意からか、最初はご用聞きスタ
イルだったからか、（あめには「ちゃん」を付け
ない神戸でも）コープには「さん」が必須。

【神戸・阪神編】

コープさん

3 MARCH県内の体験イベント情報

画・もぐら

兵庫県　さわやか提案箱

U5H

あなたの「あるある」投稿してく
ださい。

解 説

淡路にある花の名所は「あわじ花○○○」。○の中に入る言葉をA～Cから選んでく
ださい。（ヒントは2～3面）
🅐🅐かじき　 🅑🅑さじき　 🅒🅒やしき

今
月
の
プ
レ
ゼ
ン
ト ❷ 4面で紹介の播州織のハンカチ…

5人　※1人1枚。色・柄は選べません

近本光司さんのサイン色紙…5人

❶  有馬温泉炭酸煎餅サブレ2缶セット…3人
神戸洋藝菓子ボックサン、有馬温泉観光協会
などの協力を得て、県内の福祉事業所が製
造。クッキー生地に炭酸煎餅のフレークが練
り込まれ、サクサクとした食感が楽しめます。
プレーン2枚、抹茶2枚の計4枚入り540円。

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

※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（ は兵庫
セルプセンター、 は播州織工房館、 は㈱神戸新聞総合印刷から
直接発送します）

プ
レ
ゼ
ン
ト
の
応
募
先
は
こ
ち
ら

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、今月号の感想を3月
16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。

こちらからも
プレゼントに
応募できます

月 火 水 木 金 土 日
1

2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31

県の取り組みや地域のホットな話題、今地域で輝いている人を紹介！
兵庫県の番組ならではのディープな話題が盛りだくさんの30分！

さまざまな鳥獣被害の中から「サルへの対
策」をテーマに、被害を防ぐための取り組
みをタレントの大久保ともゆきさんがリ
ポート！サルによる農作物などの被害に
遭った人たちを訪ねて話を伺ったほか、地
域ぐるみでサルを追い払うための活動や
方法などを紹介しました。

「教えて！ひょうご」では…
2月16日
放送の
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「壁0101」

内海敏夫「国鉄姫路
駅」同館蔵

再放送：月曜18時～18時30分

毎週日曜8時30分～9時
サンテレビで放送中

県の情報・魅力を
発信しています

6令和2（2020）年
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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 兵庫県 県民モニター

078（362）3392
ひょうごで働こう！就職フェア

「五つ星ひょうご」販売会
令和元年度「五つ星ひょう
ご」に選定された、地域らしさ
と新しさを兼ね備えた商品
のうち約60品を集めた展示
即売会。先着300人にはプレ
ゼントも。

3月24日㊋11：30～14：00
神戸サンボーホール（神

戸市中央区）
県観光振興課
078（362）3317
078（362）4275

五つ星ひょうご

〈募集〉

総合衛生学院介護福祉学科
オープンキャンパスの参加者
校舎の案内のほか、同学科の
特徴やカリキュラム、奨学金制
度などの説明が行われます。

3月15日㊐13：30～15：00
同学院中山手分校（神戸

市中央区）
3月13日㊎までに必要

事項を で同学科へ
078（361）4001
078（361）2555

総合衛生学院介護福祉学科

介護に関する入門的研修の
参加者
介護に関する知識や、介護
職に必要とされる基本的な
技術を学ぶことができます。
無料。

県内在住で、介護・福祉
に関する仕事に興味・関心
がある人

3月18日㊌、19日㊍、23
日㊊、24日㊋（全4回）

神戸リハビリテーション福
祉専門学校（神戸市中央区）

〈催し〉

福祉の就職総合フェア  
in HYOGO
県内の福祉・介護分野の事
業所による合同就職説明
会。最新の福祉機器の体験
や障害者アートの展示コー
ナーも。入退場自由。無料。

福祉の仕事に関心のある人
3月14日㊏13：00～17：00
神戸国際展示場（神戸市

中央区）
県福祉人材センター
078（271）3881
078（271）3882

福祉の就職総合フェア in HYOGO

阪神南圏域 
看護職合同就職説明会
西宮市、芦屋市、尼崎市の病院
や福祉施設、訪問看護ステー
ション計23施設による合同就
職説明会。再就職のための相
談コーナーもあります。無料。

看護学生、看護師等、看護
職の資格を持つ離職中の人

3月14日㊏13：00～16：00
西宮市役所
県看護協会ナースセンター
078（341）0240
078（341）0340

阪神南圏域看護職合同就職説明会

ひょうごで働こう！ 
就職フェアin大阪
県内企業約40社による合同企
業説明会。入退場自由。無料。

令和3年3月卒業予定の大
学、大学院、短大、専修学校、
高等専門学校の学生および
既卒者（おおむね3年以内）

3月16日㊊12：00～17：00
梅田クリスタルホール（大

阪市北区）
県労政福祉課
078（362）3357

40人（先着）
3月10日㊋（必着）まで

に所定の申込書を （封筒に
「入門的研修申込」と朱書き）
と の両方で同校事務局へ

〒650-0026神戸市中央
区古湊通1-2-2

078（361）2888
078（361）2880

介護に関する入門的研修 神戸リハ

統計調査員
国勢調査など国が行う統計
調査の対象世帯や事業所を
訪問し、調査の説明および調
査票の配布・回収・点検をし
ます（統計調査に従事する前
に活動する市町への調査員
登録が必要。詳しくは へ）。

20歳以上で県内在住の人
◆勤務期間・報酬＝1カ月に
3日～12日程度・2万5,000
円～9万円程度（担当する調
査や件数により異なる）

県統計課
078（362）4122
078（362）4131

統計調査員

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3月13
日㊎から市・区役所、町役
場、各県営住宅管理事務所
で配布。

3月23日㊊～27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

〈助成・貸付〉

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

100人程度（選考）
月額10万円（令和3年4

月に採用となる人）、月額5
万円（4年4月以降に採用と
なる人）
◆選考方法＝面接審査

3月2日㊊～5月1日㊎
に所定の申請書類を で
県病院局管理課へ

〒650-8567（住所不要）
078（362）3224
078（362）3322

兵庫県 看護師修学資金

〈お知らせ〉

伊丹エアポートライナー 
3月23日㊊運行開始
JR伊丹駅および阪急伊丹駅
と大阪国際空港（伊丹空港）
を結ぶ専用バスが運行を開
始します。空港へのアクセス
がさらに充実。運行ダイヤは
伊丹市交通局のホームペー
ジで確認してください。

伊丹市交通局
072（781）3751
072（781）4983

伊丹市交通局

4月から気象情報の 
問い合わせ先が変わります
4月1日㊌から、神戸地方気
象台の天気予報や警報、注
意報などの問い合わせ先電
話番号が変わります。

078（222）8915 
（平日8：30～17：15）

自動音声による気象情報

078（222）4421は終日利
用可能です。利用方法は神
戸地方気象台のホームペー
ジで確認してください

県災害対策課
078（362）9988
078（362）9911

神戸地方気象台

神戸淡路鳴門自動車道に
淡路北スマートインター
チェンジ誕生
淡路ハイウェイオアシスに
直結したスマートインター
チェンジ（入り口専用）が3
月29日㊐15：00に開通し
ます。
※利用はETC搭載車両、車
長が12㍍以下の車両に限ら
れます

淡路市まちづくり政策課
0799（64）2506
0799（64）2531

淡路北スマートIC

マイナンバーカードで 
お得なマイナポイントが 

もらえます
マイナンバーカードを取
得し、マイキーIDを設定
した上、マイナポイントの
申し込み（令和2年7月
～）をすると、キャッシュ
レス決済で最大5,000
円分のマイナポイントが
付与（9月～）されます。3
年3月からは健康保険証
としての利用も可能にな
る予定です。
マイナンバーカードは郵
送、オンライン等で申請
できます。カード申請に
ついては各市町の担当
窓口にお問い合わせくだ
さい。
兵庫県 マイナンバーカード

この情報は
2月12日現在の
ものです。

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
郵送 電話 ファクス

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

助成・貸付

お知らせ

情報掲示板 凡例 申し込み
方法

募集

アオノゴルフコース	 	 	 0790（45）1556	 0790（45）0990
アオノスポーツホテル・テニスクラブ		 0790（45）1845	 0790（45）1848
アオノグラウンド・ゴルフ	 	 	 0790（45）8166	 0790（45）0990
〒675-2404	兵庫県加西市油谷町639-3	 青野運動公苑

ゴルフ宿泊宴会パック、グラウンド・ゴルフ各種プラン、各種
宴会等もご用意しておりますので、ぜひご利用ください！

関西でここだけ！天然芝テニスコート
▲

�徹底管理された、上質で戦略性豊かな
本格的パブリックコース▲

�ゴルフカートのコース内乗り入れ実施中

アオノゴルフコース ▲

豊かな自然に囲まれたホテル・コテージは130名宿泊可能▲

屋内4面･屋外16面のテニスコートを備えた西日本最大級の合宿施設▲

関西唯一の天然芝テニスコート（2面）あり（冬期芝養生中。4月営業再開）▲

15名様以上の各種宴会プランでは無料送迎あり（地区限定）

アオノスポーツホテル・テニスクラブ ▲

�変化に富んだアンジュレーションや天然芝が
魅力の３つの常設コース▲

日本グラウンド・ゴルフ協会認定▲

�ご昼食、ご宴会、ご宿泊プラン受付中

アオノグラウンド・ゴルフ場

7 令和2（2020）年
3月号Hyogo
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