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県内の体 験イベント情 報
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この情報は9月9日現在のものです。新型コロナウイルス感染症の状況により内
容等が変更になる場合があります。最新情報は へ。

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

26 27 28 29 30 31

「淡路花博20周年記念 花み
どりフェア」
プレイベント

マスクの着用

体温測定・健康チェック

ダリア展
10月1日㊍～11月1日㊐9時～17時
※10月7日㊌、14日㊌は休園
噴水の周りに100品種1,500株のダリ
アが色鮮やかに咲き誇ります。
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

花みどりフェア

六甲ミーツ・アート 芸術散歩2020

昨年の様子

10月3日㊏～11月23日㊊㊗10時～
17時※月曜（最終日を除く）休館
江戸時代の兵庫ゆかりの女性を取り上げ、婚
礼道具や古文書などから多様
な人生について考えます。
県立歴史博物館（姫路市）
一 般 1 , 0 0 0円、大 学 生
700円、70歳以上500円、
高校生以下無料（入館料）
同館
「 絹本着色田捨女
画像」
（ 部分）個人
079（288）9011
蔵 丹波市立柏原
歴史民俗資料館・田
079（288）9013
ステ女記念館寄託
※11月3日から展示

兵庫県立歴史博物館

虎や花など、社寺で個性豊かな「○○画」が楽しめます。○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）

🅑🅑天井

🅒🅒油彩

ニア」がお茶に加工しました。アイスでも
ホットでもおいしく味わえます。950円。
NPO法人兵庫セルプセンター
078（414）7311
078（414）7312

（白米5㌔）
…3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、 は一本杉販売所から直接発送します）

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10月
16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

反応の差っ

今 月のプレゼント

スーパーフードとして話題の菊芋を通年

で楽しめるよう、障害福祉事業所「パイオ

プレゼントの 応 募 先 はこ ちら

❶菊いも茶（20パック入り）…3人

❷4 面で紹 介の福 住 産コシヒカリ

姫路城

録画ぁ
ろくがぁ！

🅐🅐水墨

江戸城

あっ
姫路城

六甲ミーツ・アート

－千姫から緒方八重まで－」

姫路城として
出とう

前期10月1日㊍～3日㊏・後期10月
4日㊐～6日㊋10時～20時※3日は
17時30分、6日は17時まで
県いけばな協会に加入する27流派の
家元や代表者の作品が勢ぞろい。
前期
と後期で展示内容が変わります。
大丸ミュージアム
〈神戸〉
（神戸市中
央区）
700円、高校生以
下無料
県いけばな協会
078（362）3171
078（362）4260

特別展「女たちのひょうご

画・もぐら

時代劇では大体
「江戸城」代わりに
出んねん

兵庫県いけばな展

姫路城

ふーん

11月23日㊊㊗まで10時～17時
ハイキング気分で楽しめる現代アート
の野外展覧会。会期中、有料の6会場
に各1回入場できるお得な鑑賞パス
ポートも。
六甲山上12施設（神戸市灘区）
ほか
鑑賞パスポート：中学生以上2,500
円、
4歳〜小学生1,000円
※会場や購入方法はホームページを
参照
六甲山観光㈱
078
（891）
0048
078
（894）
2088

【播磨編】

…ん でも
江戸城 ？

11月中旬まで
LEDフラワーによる光の演出など、花
にまつわるイベントを淡路島各地で開
催（一部有料）。日程や内容はホーム
ページを参照。
洲本市民広場（洲本市）
など
淡路花博20周年記念事業実行委
員会
0799（73）6061
0799（73）6062
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詳しくは
16 17 18 19 20 21 22
ホームページに
23 24 25 26 27 28 29 掲載しています
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あっ
姫路城や

手洗い・手指消毒
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月 火 水 木 金 土 日

解説
「水戸黄門」
「 暴れん坊将軍」
「 大岡越前」
「必殺仕事人」
「 大奥」に登場する「江戸

城」は、実は姫路城。NHK「ブラタモリ」に

岡山県発！魅力直送便

よると、そもそも江戸城を模して造られたと
兵庫県の魅力を全国に発信するとともに、県外からの観光誘客を図るため、他県と紙面コーナーの交換を行っています。

おかやま自慢満載の「撮りっぷ岡山マップ」公開中!
フォトジェニックな風景やグルメ、体験など、岡山県民が再発見した「おかやま自
慢」
を紹介するデジタル観光マップ「撮りっぷ岡山マップ」
を公開中です。抽選でお
かやまの逸品が当たるフォロー&リツイートキャンペーンも開催予定。詳しくは特
設WEBサイトをご覧ください。知られざる
「おかやま」
をぜひお楽しみください。

さわやか提案箱

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

岡山県観光課
086（ 226 ）7382
086（ 224 ）2130
岡山観光WEB

か。地元にあまりに立派な城があるため、

「姫路城を見ると帰ってきたと思う」を通り

越して、よその城を見て思わず「ちっちゃ!」

と口走り、微妙な空気にしてしまう播州人
が続出とか。さすが、日本初の世界遺産 !
あなたの「あるある」投稿してく
ださい。

U5H

令和 2（ 2020 ）年
10 月号

Hyogo 6

情報掲示板
催し

〈催し〉

福祉の就職総合フェア
㏌ HYOGO

県内の福祉・介護分野の事
業 所 による合 同 就 職 説 明
会。福祉施設等との個別面
談や採用予定情報の提供の
ほか、最新の福祉機器や障
害者アートの展示コーナー
も。
入退場自由。
無料。
10月10日㊏13：00～16：30
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 ㏌ HYOGO

ひょうご障害者
ワークフォーラム

障害者雇用を積極的に進め
る県内企業が各ブースで取
り組みを説明。就職希望者
や、障害者雇用を目指す企
業向けの相談コーナーも。入
退場自由。
無料。
10月27日㊋10：00～16：00
神戸クリスタルタワー（神
戸市中央区）
県労政福祉課
078
（362）
9183
078
（362）
3392
ひょうご障害者ワークフォーラム

募集

〈募集〉

阪神地域ワーク・ライフ・
バランスシンポジウムの
参加者

ワーク・ライフ・バランスの
実現に向けたテレワーク導
入の課題や対応について考
えます。
無料。
10月16日㊎15：00～17：00
尼崎商工会議所

この情報は
9月9日現在の
ものです。

最新の情報
については
事前に へ

詳しくはホームページ
に掲載しています

70人（先着）
所定の申込書を
尼崎経営者協会へ
06（6411）4281
06（6411）0184

で

阪神地域シンポジウム

介護職再就職支援講習の
参加者

最新の介護知識や技術（①
介護保険の変遷・現状②ボ
ディメカニクスの原理、体位
変換と移乗、衣服の着脱③
認知症の基礎知識、排せつ
介助）の講習など。無料。※
①～③から希望する回のみ
の受講も可能
姫路会場（姫路・西はり
ま地場産業センター）
：①10
月19日㊊②22日㊍③28日
㊌、西宮会場（西宮市勤労会
館）
：①11月2日㊊②13日
㊎③20日㊎各日13：30～
16：30
各30人（先着）
各開催日の前日までに
または所定の申込書を
で介護労働安定センター兵
庫支所へ
078（242）5321
078（242）5322
介護職再就職支援講習

リノベーションスクール＠
明舞団地の公開プレゼン
テーションの見学者

空き家や空き店舗を活用・
再生し、地域の課題を解決す
る事業プランを発表。無料。
11月1日㊐14：00～15：30
松が丘ビル
（明石市）
10月25日㊐までに ま
たは所定の申込書を か
申し込みフォームから県住
宅政策課へ
078（362）3595
078（362）9458
リノベーションスクール＠明舞団地

農業経営収入保険の加入者

経営努力では避けられない
農業者の収入減少を広く補
償します。新型コロナウイル
ス感染症による減収も対象。
申し込み時点で1年以上の
青色申告実績がある農業者
個人は11月末、法人は事
業年度開始の1カ月前までに
県農業共済組合の各事務所へ
NOSAIひょうご

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10月
19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。
1 0月2 6日㊊ ～ 3 0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

試験

〈試験〉

県立障害者高等技術専門
学院令和3年度生（第1回）

障害のある人が就業に必要
な能力を身に付け、職業的に
自立することを目指します。
◆募集科＝ものづくり科、
ビジ
ネス事務科、情報サービス科
身体等障害者
◆応募書類配布場所＝現住
所を管轄するハローワーク
（要事前相談）
11月13日㊎
同学院（神戸市西区）
各10人
10月6日㊋～11月6日㊎に
応募書類を でハローワークへ
078（927）3230
078（928）5512
兵庫県立障害者高等技術専門学院

芝生広場のコンビニ

播磨科学公園都市

光都21

好評営業中！

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！

（条件あり）

7

最低賃金の引き上げ

兵庫県の最低賃金が10月1
日㊍から時間額900円（前
年度比1円増）
に改正されま
す。
パート、
アルバイトなどを
含む全ての労働者に適用さ
れます。同額以上かどうか確
認しましょう。
兵庫労働局賃金室（下記）
または最寄りの労働基準監
督署
078（367）9154
078（367）9165
兵庫労働局 最低賃金

ひょうご食育月間

「毎日の食生活に
〝プラス1の
食育実践〟」をテーマに、地
域の旬の食材を食べる、1日
2回は主食、主菜、副菜を組
み合わせるなど、食育活動に
取り組みましょう。
県健康増進課
078（362）3249
078（362）3913
ひょうごの食育

骨髄バンク推進月間

一 人 でも多くの 待 機 患 者
が 骨 髄 移 植 等の機 会を得
られるよう、骨 髄 等ドナー
登 録 への 協 力をお 願 いし
ます。
18歳～54歳で体重が男
性45㌔以上、女性40㌔以
上の健康な人（その他要件
あり）
県内各地の登録会併設型
の献血会場またはミント神
戸15（神戸市中央区）
などの
各献血ルーム
県薬務課
078（362）3268
078（362）4713
兵庫県 骨髄バンク

菜 園 付き住 宅 地

兵庫県 コート21

※菜園付き
住宅地イメージ図

※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

2（ 2020 ）年
Hyogo 令和
10 月号

令和3年度
開通予定

姫 路 鳥 取 線

播磨新宮IC～山崎JCT（仮称）

播磨科学公園都市が中播磨の通勤圏内に！
！

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

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。

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

薬と健康の週間

薬の適正使用や
「かかりつけ
薬剤師・薬局」の普及啓発
のため、県内各地で街頭キャ
ンペーンや医師・薬剤師等
による講演会、
薬の相談会な
どが実施されます。
10月17日㊏～23日㊎
県薬務課
078（362）3268
078（362）4713
薬と健康の週間

困ったら一人で悩まず
行政相談

10月19日㊊からの1週間は
「行政相談週間」です。行政
相談では、国の行政等に対
する苦情、意見・要望を受け
付け、その解決や実現を促
進するとともに、行政の制度
や運営の改善に生かします。
この機会にぜひ利用してくだ
さい。
（0570）090110（全国
共通）
078（333）7919
行政相談

40歳を過ぎたら特定健診・
特定保健指導を
定期的に健診を受け、40
代～50代の死亡原因とな
りやすい心疾患や脳血管
疾患を予防しましょう。
加入先の医療保険者

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
な話題などを紹介しています。

ひょうご発信

建築条件付宅地分譲・一般定期借地権付分譲

住宅メーカー・地元工務店計8社との
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
きる広々とした宅地。

所在地／たつの市

今なら、県企業庁の助成制
度等をご利用いただけます

お 知 〈お知らせ〉
らせ

5期1次
全7区画（5区画分譲中）

戸建住宅地分譲

インスタグラム
公式アカウントは
こちら

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

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

県広聴課

コート21
4期1・2次
全48区画（8区画分譲中）

住宅メーカー4社との共同分譲
兵庫県 コート21

ほっとタウン光都
4期3次
全7区画（2区画分譲中）

地元工務店4社との共同分譲
ほっとタウン光都

県企業庁分譲推進課
０７８
（３６２）
9390
０７８
（３６２）
４３９４

078（362）3021 078（362）4291 兵庫県 県民モニター

