自然豊かな 県立公園
有馬富士

公園

県内にあるたくさんの公園の中から5つを紹介します。
※園内の屋内施設等は利用を中止している場合があります

淡路島公

明石公園

園

【播磨編】

例えば

播磨の

丹波並木道中央公園

甲山森林公園

西洋料理を日本人の

棚田がある広い園内で、里山の自然を
体感できます。
丹波篠山市西古佐90
079（594）0990
079（594）0991

そして

甲山の麓にあり、ハイキングやバード
ウオッチングが楽しめます。
西宮市甲山町43
0798
（73）
4600
0798
（72）
0609

かつめし

せき

▶手洗いや咳エチケットなどの感染症
対策を徹底しましょう。
▶発 熱など風邪の症状がある人は利
用を控えましょう。
ひ ま つ
▶飛 沫感染を防ぐため、隣接するグ
ループと2㍍程度の間隔を空けま
しょう。
▶グループ内にあっても、感染の予防
に努めましょう。
▶一 度に大人数が密集する運動をし
ないなど、感染拡大防止のための配
慮をしましょう。

北海道の

公園へ出掛ける際の
注意点

したのが洋食

園

画・もぐら

口に合うようアレンジ

道中央公

エスカロップ

丹波並木

ご飯＋カツの

公園

長崎の

甲山 森 林

淡路島公園

かつめし

組み合わせは

明石公園

展望デッキから見る大阪湾の眺めや、
四季折々の花に心癒やされます。
淡路市楠本2425-2
0799（72）5377
0799（72）5378

トルコライス

有馬富士公園

明石城跡を望む芝生広場や庭園があ
る園内を散策できます。
明石市明石公園1-27
078（912）7600
078（913）6620

各地で生まれた

水辺の遊歩道や芝生広場があり、
のん
びりと過ごせます。
三田市福島1091-2
079
（562）
3040
079
（562）
0084

絵本を自宅で楽しめる、県立こどもの館の宅配貸し出しサービス「こども○○○絵
本便」
。○の中に入る言葉をA～Cから選んでください。
（ヒントは5面）

プレゼントの 応 募 先 はこ ちら

今 月のプレゼント

❶Japanese SAKE cake 瑞穂
黒松剣菱 けし…2人
川西市の障害福祉事業所「むぎのめ作業所」

で作られた、日本酒とケシの実を使用したパウ

ンドケーキ。剣菱酒造の辛口「瑞穂黒松剣菱」
を生かした、こくのあるふくよかな味わいが魅
力です。1個1,490円。

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

❷貴戸湊太さんのサイン本…5人

※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㈱神戸新聞総合印刷から直接発送します）

4月
放送の

県の情報・魅力を
発信しています
毎週日曜 8 時 30 分～9 時
サンテレビで放送中
再放送：月曜18時～18時30分

県の取り組みや地域のホットな話題、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！

さわやか提案箱

過去の放送動画はこちらから
ひょうご発信 サンテレビ

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5月
15日㊎（消印有効）までに 〒
650-8567（住所不要） 078
（ 3 6 2 ）3 9 0 3
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

「教えて！ひょうご」
では…

「移住」をテーマに、県内のさまざまな取
り組みをタレントの田口万莉さんがリポー
ト！姫路市の家島へ移住した中西和也さ
んが行う、島の魅力を発信し、ファンや移
住者を増やす「いえしまコンシェルジュ」
の活動のほか、県の取り組みなどを紹介し
ました。

県政へのご意見・ご質問をお受けします。 兵庫県 さわやか提案箱

男らしいな…

🅒🅒さくら

うちにはない
センスや

🅑🅑もみじ

せやろ

🅐🅐ひのき

解説
洋皿に盛ったご飯にビーフカツをのせ、デミグ
ラス系のたれを掛け、箸で食べる「かつめし」。
加古川市内では専門店、洋食店、焼き肉店、
ラーメン店など100店舗以上で提供され、スー
パーには「かつめしのたれ」が並び、給食でも
人気のメニュー。不思議とほぼ市内〝でしか″
食べられない超ソウルフードながら、ハンバー
ガーチェーンやスナック菓子メーカーとのコラ
ボで一気に全国区進出や！よーいやさー！
あなたの「あるある」投稿してく
ださい。
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情報掲示板
募集

〈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を行い
ます。
5月16日㊏、6月13日㊏、
7月19日㊐13：30〜15：00
※変更の可能性があるため、
事前に で確認を
同学院中山手分校（神戸
市中央区）
各開催日直前の金曜ま
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オープンキャンパス

歯科衛生士復職支援講習会
の参加者

①歯科メーカーによるミニ
セミナー②模型を使用した
実習③歯科診療所での体験
実習を実施。
①6月28日㊐②8月29日
㊏10：00〜13：00③10月
25日㊐午後（予定）
の全3回
（1回だけの参加も可能）
①宝塚市立男女共同参画
センター・エル②姫路歯科
衛生士専門学校③未定
各20人
（先着）
各開催日の1週間前ま
でに必要事項を
で県歯
科衛生士会へ
078
（341）
6471
兵庫県歯科衛生士復職支援講習会

「国際フロンティア産業
メッセ2020」
の出展者

「未来に向けて 確かな技術
豊かなくらし」をテーマとす
る産業総合展示会。

この情報は
4月14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

最 先 端の技 術や製 品 、
サービスを有する国内外の
企業、大学、研究機関など
9月3日㊍、4日㊎
神戸国際展示場（神戸市
中央区）
500小間（先着）
◆出展料＝5万5,000円（3
平方㍍）〜16万5,000円（9
平方㍍）
5月15日㊎までに
で同メッセ事務局
（日刊工業
新聞社内）
へ
06（6946）3384
06（6946）3389
産業メッセ2020

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5月18
日㊊から市・区役所、町役
場、各県営住宅管理事務所
で配布。
5月25日㊊〜29日㊎（消
印有効）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

福祉の職場体験

県内の福祉施設で就業体験
ができます。無料。
◆実施期間＝3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
がある人、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
〒651-0062神戸市中央
区坂口通2-1-1
078（271）3881
078（271）3882
兵庫県福祉人材センター

最新の情報
については
事前に へ

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

凡例

助 成 ・〈助成〉
貸付

試験

県木造住宅ローン

兵庫県職員
（獣医師）

県産木材を使って県内で住
宅を新築、増改築、既存住宅
長寿命化、
リフォームする人
に融資します。
①新築・増改築・既存住
宅長寿命化②リフォーム
◆ 限 度 額＝① 県 産 木 材 率
50%以上60%未満：1,500
万円、60％以上80％未満：
2 , 0 0 0 万 円 、8 0％以 上：
2,300万円②500万円
◆融資利率（4月1日〜9月
30日融資実行分）＝0.8％
（25年返済まで）、1.8％
（26
年以降35年返済まで）
◆返済期間＝①35年以内
（金融機関により25年以内
の場合あり）②10年以内
県林務課
078（362）9224
078（362）3954
兵庫県産木材住宅ローン

戦没者等の遺族に対する
特別弔慰金

戦没者等の尊い犠牲に敬意
を払い、遺族に特別弔慰金
を支給します。
令 和 2 年 4月1日時 点で
恩給法などに基づく年金受
給権者（戦没者等の妻や父
母 等 ）がいない場 合 、戦 没
者の死亡当時の遺族のうち
先 順 位の1 人（ほか要 件あ
り）
額面25万円、5年償還の
記名国債
5年3月31日までに住所
地の市区町の援護担当課へ
市区町の援護担当課また
は県地域福祉課
078（362）3501
078（362）4262
戦没者遺族 特別弔慰金

〈試験〉

令和3年4月1日採用の職員
の採用試験。
6月21日㊐（筆記・口述試
験、適性検査）
※変更の可能
性があるため、事前に で確
認を
神戸市内
◆試験案内・申込書配布場
所＝5月中旬から県庁受付、
県民局・県民センター、
ホー
ムページなど
◆募集職種・受験資格等＝
試験案内で要確認
5月11日㊊から 27日
㊌（ 消 印 有 効 ）、 2 9日㊎
17：00までに所定の申込書
を県農政企画局総務課へ
〒650-8567（住所不要）
078（362）3398
078（362）3919
兵庫県職員 獣医師

兵庫県職員
（行政A・資格免許職）

3年4月1日採用の職員の採
用試験。
6月28日㊐（筆記試験）
※
変更の可能性があるため、
事前に で確認を
◆試験案内・申込書配布場
所＝5月中旬から県庁受付、
県民局・県民センター、
ホー
ムページなど
◆募集職種・受験資格等＝
試験案内で要確認
5月11日㊊から 27日
㊌（ 消 印 有 効 ）、 2 7日㊌
17：00（受信有効）、 29日
㊎17：00までに所定の申込
書を県人事委員会事務局へ
〒650-8567（住所不要）
078（362）9349
078（362）3934
兵庫県職員 行政A・資格免許職

申し込み
方法

郵送 電話
ファクス Eメール
ホームページ 持参

お 知 〈お知らせ〉
らせ
自動車税種別割の納期限

自動 車 税 種 別 割の納 期 限
は6月1日㊊です。納税は銀
行 、農 協 、郵 便 局などの金
融機関、県指定のコンビニ
エンスストア、県 税 事 務 所
へ。 からクレジット納税も
可 能 。※新 型コロナウイル
ス感染症の影響により納税
が困難な人は相談してくだ
さい
管轄の県税事務所
自動車税種別割 兵庫

5月は消費者月間です

「豊かな未来へ〜『もったい
ない』から始めよう！〜 」を
テーマに、県内各地でキャン
ペーンやパネル展示など暮
らしの安全・安心に関するイ
ベントを開催します。
この機
会に消費者トラブルの事例
や対策を学びましょう。
県消費生活課
078（362）3157
078（362）4022
消費者月間 兵庫

ひょうごEYE配布中

本年度の県
の予算や重
点政策を分
か りや すく
紹 介 。県 広
報戦略課、
各県民局・
県民センターなどで無料配
布中。
希望者は住所、氏名、電
話番号、希望部数を
で
県広報戦略課へ
〒650-8567（住所不要）
078（362）3019
078（362）3903
ひょうごEYE

関西でここだけ！天然芝テニスコート

▲

▲▲▲▲

▲

 底管理された、上質で戦略性豊かな
徹
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

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

県民モニター募集中

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。

県広聴課

アオノグラウンド・ゴルフ

 化に富んだアンジュレーションや天然芝が
変
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、ご宿泊プラン受け付け中

▲▲

アオノスポーツホテル・テニスクラブ

▲

アオノゴルフコース

0790（45）0990
0790（45）1848
0790（45）0990

兵庫県企業庁は持続可能な開発目標
（SDGs）を支援しています。

078（362）3021 078（362）4291 兵庫県 県民モニター

