
ひょうご発信 サンテレビ
過去の放送動画はこちらから

心・土・釉・炎のハーモニー 
小倉健陶芸展

8月22日㊏まで9時～17時（土曜は
10時～16時）※日曜、祝日休館
明石市出身の陶芸家、小倉健さんが手
掛けた独創的でモダンな作品を展示。
※当面の間は土曜も休館。再開する場
合はホームページでお知らせします
県公館（神戸市中央区）
県儀典室
078（362）

3823
078（362）

3903
県公館

食虫植物特別展示

9月8日㊋まで9時～17時
素早い動きで虫を捕らえるハエトリソ
ウなど1,000株に上る自慢のコレク
ションを展示します。
県立フラワーセンター（加西市）
一般500円、70歳以上250円、高校

生以下無料（入園料）
同センター
0790（47）1182
0790（47）1561

兵庫 フラワーセンター

収蔵資料展 頌栄短大 
植物標本コレクション

9月13日㊐まで10時～17時※9月 
1日㊋、7日㊊は休館
頌
しょうえい

栄短大から寄贈された植物標本25
万点のうち、コウベタヌキノショクダイ
（写真）など貴重な品を展示します。
県立人と自然の博物館（三田市）
一般200円、大学生150円、70歳以

上100円、高校生以下無料（入館料）
同館
079（559）2001
079（559）2007

ひとはく

トロピカルガーデンショー2020

9月13日㊐まで10時～18時
色鮮やかで香り豊かな花々が演出す
る南国のリゾートガーデン。人気の「食
虫植物展」も。
県立淡路夢舞台温室「奇跡の星の

植物館」（淡路市）
一般700円、70歳以上350円、高校

生以下無料（入館料）
同館
0799（74）1200
0799（74）1201

淡路夢舞台温室

アマゴつかみ

8月9日㊐、10日㊊㊗、15日㊏、23日
㊐8時45分から整理券配布
放流したアマゴをつかみ取り、塩焼き
でいただきます。各日300匹。
おおむね5歳以上
県立奥猪名健康の郷（猪名川町）
1匹400円
当日受け付け
同施設
072（769）0485
072（769）0894

奥猪名健康の郷

スターダスト2020 
in さよう

8月12日㊌夕～13日㊍早朝
ペルセウス座流星群の極大日に合わ
せ、入場者数を制限して敷地を開放。
芝生広場から流星観察を楽しめます。
県立大学西はりま天文台（佐用町）
同天文台
0790（82）

3886
0790（82）

2258
西はりま天文台

この情報は7月13日現在のものです。

問題：どんなアクションをしますか？①
「このプリント、裏にまわしてー」②「荷物、
自転車の裏に載せといて」③「車を用意し
ました。どうぞ、裏に乗ってください」… 
丹波では「裏」＝「後ろ」。どうか③を間違
えて、ミッション・インポッシブルなことし
ないでくださいね。さて、ちなみに「丹波
裏」といえば、畳床の最高級品だそう。な
んか、さすが丹波のブランド力！

【丹波編】

裏！？

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

丹
波
は
方
言
で

後
ろ
の
こ
と
を

「
裏
」と
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う

新型コロナウイルス感染者と同一施設を利用した事実が判明した場合などに、県か
ら注意喚起情報が届く「兵庫県新型コロナ○○システム」の運用が始まりました。
○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）
🅐🅐捕捉　 🅑🅑追跡　 🅒🅒感知

今
月
の
プ
レ
ゼ
ン
ト

❷ 六甲高山植物園のオリジナル手
ぬぐい…5人

❶  Japanese SAKE cake “cup 
style” 黒豆＆柚子2個セット…4人

剣菱酒造、ファクトリーシン、障害福祉事業
所のコラボレーションで生まれたカップケー
キ。日本酒で風味付けした「黒豆」「柚子」の
2個セット。648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、 は六甲高山植物園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8月
17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

無料

無料

入園無料

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！

「青少年の健全育成」について漫才師の
渡辺裕薫さんがリポート。新型コロナウイ
ルス感染症の影響で、家庭で過ごす時間
が増えた子どもたちのスマホやゲームへの
依存について専門家に話を聞いたほか、
不登校児童生徒などを支援する県立但馬
やまびこの郷の取り組みを紹介しました。

「ひょうご発信 ! 」では…
7月12日
放送の
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「希望の光」

お出掛けの際は下記にご協力ください。
身体的距離の
確保 マスクの着用 手洗い・

手指消毒
体温測定・
健康チェック

詳しくは
ホームページに
掲載しています

県の情報・魅力を
発信しています

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

※8月10日は8時～8時30分
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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

日には合同就職説明会を開
催。無料。※①の参加者は②
も要参加
再就業を考えている看護

職の人
①9月1日㊋～5日㊏10：00

～16：00（最終日のみ12：00）
②5日㊏13：30～16：00
県看護協会（神戸市中央区）
①8月14日㊎まで②9月

4日㊎12：00までに所定の申
込書を または 申し込
みフォームから同協会へ
〒650-0011神戸市中央
区下山手通5-6-24
078（341）0240
078（341）0340

兵庫県ナースセンター

第13回「家族の日」 
写真コンクールの作品
家族・家庭の大切さを見つ
め直すきっかけとして「家族
の日」をテーマにした写真を
募集。今回からインスタグラ
ム部門を新設。
県内在住・在勤・在学の

人、e-県民登録者
9月30日㊌までに作品

などを またはインスタ
グラムで県男女家庭課へ
〒650-8567（住所不要）
078（362）4185
078（362）3891

「家族の日」写真コンクール

ひょうごケア・アシスタント
地域の介護保険施設で部
屋の清掃、食事の片付けな
どに短時間勤務する人を募
集。申し込み方法や雇用条
件などは に掲載の施設一
覧から希望施設へ要問い合
わせ。
県高齢政策課
078（362）9117
078（362）9470

ひょうごケア・アシスタント

〈催し〉

福祉の就職説明会
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。
事前申し込み不要。無料。
福祉の仕事に関心がある人
①8月2日㊐②30日㊐③9

月12日㊏④26日㊏いずれも
13：00～16：00
①じばさんびる（姫路市）

②④尼崎市中小企業セン
ター③あかし市民広場（明
石市）
県福祉人材センター
078（271）3881　
078（271）3882

福祉の就職説明会 in HYOGO

〈募集〉

県立但馬技術大学校 
オープンキャンパス参加者
学校説明のほか、学科ごとに
ものづくり体験の実習も。希
望者には学生寮の見学会を
実施。
8月1日㊏、2日㊐、23日㊐

13：00～15：00
同校（豊岡市）
開催の3日前までに所

定の申込書を または
申し込みフォームから同校
学生募集事務局へ
〒668-0051豊岡市九日
市上町660-5
0796（24）2233
0796（24）0875

但馬技術大学校

看護職の①再就業支援研
修会（5日間コース）②合
同就職説明会参加者
看護について最新の動向や
知識・技術を学びます。最終

県営住宅入居者
収入や困窮要件など申し込
み資格あり。申込書は8月17
日㊊から市・区役所、町役
場、各県営住宅管理事務所
などで配布。
8月24日㊊～28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）9581

兵庫県住宅供給公社

令和２年度 
「心の輪を広げる体験作文」 
「障害者週間のポスター」
障害のある人への県民の理
解を促進するため、①心の輪
を広げる体験作文②障害者
週間のポスターを募集。
県内（神戸市除く）在住・

在学の①小学生以上②小中
学生
９月4日㊎までに所定の

応募用紙などを で県障害
福祉課へ
〒650-8567（住所不要）
078（362）9105
078（362）3911

心の輪 兵庫県 2020

〈助成・貸付〉

兵庫の“学び”と“教育”の
ローン
家族の教育や自身のスキル
アップのための資金を低金
利で融資します。
県内在住・在勤の人（その
他要件あり）
◆限度額＝200万円
◆融資利率＝年1.2％※別
途保証料が必要（全額助成
あり）
◆保証料率＝年0.7％～1.2％
◆返済期間＝7年以内

◆返済方法＝元利均等月賦
償還
必要書類を で近畿労働

金庫各店舗へ
県勤労福祉協会
078（341）1510
078（341）1570

兵庫県勤労福祉協会

〈試験〉

令和2年度自衛官等
自衛官候補生（男女）をはじ
め、航空学生など13種目が
対象です。申し込み方法や試
験日は種目によって異なるた
め要問い合わせ。
自衛隊兵庫地方協力本部
078（261）8600
078（261）9781

自衛隊兵庫地方協力本部

兵庫県職員 
〈行政B（高卒程度）〉
令和3年4月1日採用の職員
の採用試験。
9月27日㊐
神戸市内、豊岡市内

◆試験案内・申込書配布場
所＝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

9月10日㊍（消印有
効）、 10日㊍17：00（受信
有効）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B

第2回兵庫県警察官
令和３年4月1日採用予定の
警察官採用試験。
9月21日㊊㊗、22日㊋㊗

（試験区分により異なる）

県内複数会場
◆試験案内・申込書配布場
所＝各警察署、交番、駐在
所、県警本部、ホームページ
など

8月７日㊎（消印有
効）、 21日㊎17：00（受信
有効）、 ７日㊎までに所定
の申込書を各警察署または
県警察採用センターへ
078（371）4515

（0120）145314
兵庫県警察官 採用

〈お知らせ〉

「認知症かな？」と思った
ら認知症相談医療機関に
相談を
認知症の相談ができる医療
機関の名簿を県ホームペー
ジで公開しています。身近
な医療機関に相談してくだ
さい。
県認知症対策室
078（362）3188
078（362）3913

認知症相談医療機関

この情報は
7月13日現在の
ものです。

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

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

試験

助成・貸付

お知らせ

情報掲示板 凡例 申し込み
方法

募集

月

0799（74）1112 0799（74）1147 ウェスティンホテル淡路

あいたい兵庫ガイドブック
「ひょうご旅手帖」配布中
観光スポッ
トのほか、
祭りや 歴
史、スポー
ツ、グルメ
など県内の
多彩な魅力を紹介。JRの
主要駅、県内の観光施設、
県庁、県民局・県民セン
ターで配布しています。
（公社）ひょうご観光本
部
078（361）7661
078（361）7662

あいたい兵庫

7 令和2（2020）年
8月号Hyogo


