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県内の体 験イベント情 報
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この情報は11月10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

手洗い・手指消毒

展示特別企画

「ひょうごの草原―人が育ん
だ草原と生き物の歴史―」

マスクの着用

令和３年1月7日㊍まで10時～17時
※月曜、12月28日㊊～1月2日㊏休館
縄文時代から現在まで、人と共に歩ん
だ草原の歴史と、草原で育まれてきた
多様な生き物たちを紹介します。
県立人と自然の博物館（三田市）
大人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

体温測定・健康チェック

横尾忠則の緊急事態宣言

掲載しています

クリスマスコンサート 無 料
12月13日㊐14時～
チェンバロ・ピアノ奏者の京谷政樹さ
んによる演奏会。
県立宝塚西谷の森公園（宝塚市）
40人（先着）
当日受け付け
同園
0797（91）
1630
0797（91）
1631

【淡路編】

あっ！電車

画・もぐら

西谷の森公園

ひとはく

里山保全ボランティア体験

やしろの森公園

ライオンと緑の月

まあ確かに
見慣れんモンって
見たら喜ぶものか

12月13日㊐9時30分～12時30分
小鳥の巣箱掛けやアメリカザリガニの
捕獲などを体験します。
県立やしろの森公園（加東市）
30人（先着）
100円
12月11日㊎ま
でに
で同園へ
0795(44)1510
0795(44)1512

12月26日㊏9時30分～11時30分
ルリビタキなどの冬の渡り鳥を観察します。
小学生以上
県立ささやまの森公園（丹波篠山市）
15人（先着）
100円
前日までに
で同園へ
079（557） 
0045
079（557） 
0201

淡路はめったに
雪が降らん
からな

バードウオッチング

うちの雪
半分くらい
やりたいなあ

12月20日㊐まで10時～18時※月
曜休館
横尾忠則の危機的状況の表現に注目
した展覧会。
コロナ禍に反応し、
ウェブ
上で展開している作品も展示。
横尾忠則現代美術館
（神戸市灘区）
一般700円、大学
生550円、70歳以
上350円、高校生以
下無料
（入館料）
同館
078
（855）
5607
078
（806）
3888
横尾忠則現代美術館

28 29 30 31

詳しくは

ホームページに

ささやまの森公園

県立ミュージアム9館で開催されるミュージアムスタンプラリー。○館以上のスタンプを集める
とプレゼントがもらえます。○の中に入る数字をA～Cから選んでください。
（ヒントは2～3面）

🅑🅑４

🅒🅒５

今 月のプレゼント

西脇市の障害福祉事業所「ドリームボール」

が農福連携により栽培した、同市特産の金

ゴマ「金播磨」を100％使用。香り高く豊か
な風味が楽しめます。1袋70㌘400円。
NPO法人兵庫セルプセンター
078（414）7311
078（414）7312

❷4面で紹介のハーブ製品のセット
…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、 はハーブ工房みきヴェルデから直接発送します）

プレゼントの 応 募 先 はこ ちら

❶金ゴマクッキー 2袋…4人

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12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

電車も雪と
同レベル！？

🅐🅐３

解説
兵庫五国のうち、
「島」一つが丸ごと国となっ

ている淡路に「ない」のが、積雪と電車（昭

和41年以降）とベビーカステラ。
「はるか昔、

徳島県発！魅力直送便

高校生の時、修学旅行に行くのに電車に乗

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。

る練習をさせられた」投稿も。ちなみにベ

美食の宝庫、徳島産！
「阿波ふうどECサイト」をご活用ください。

くて？」と驚いた話も。数分で渡れる明石海

さわやか提案箱

詳しくは
こちら

「徳島の幸を、みんなの幸せに。」をテーマに、
生産者・事業者の思いが詰まった徳島県産品
を全国の皆さんへお届けします。
兵庫県の皆さん！徳島の幸をお楽しみください！

阿波ふうどEC活用事業事務局
088（698）7788
088（698）7822
阿波ふうどECサイト

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

ビーカステラを見て「えっ、ピンス焼きじゃな
峡大橋の南は、年中温暖で、電車がせわしく
走っていない、すてきな島なのです。
あなたの「あるある」投稿してく
ださい。

U5H

令和 2（ 2020 ）年
12 月号

Hyogo 6

情報掲示板
催し

〈催し〉

人と防災未来センター
資料室企画展

過去の大規模災害時に避難
所等で流行した感染症と、
当
時実施された対策などを紹
介します。
無料。
12月15日㊋～3年5月30
日㊐※月曜（祝日の場合は翌
日）、12月29日㊋～1月3日
㊐休室
同センター西館（神戸市
中央区）
同センター資料室
078
（262）
5058
078
（262）
5062
ひとぼう

みんなのアート展

県内の特別支援学校等に通
う幼児、児童、生徒の芸術作
品を展示。
無料。
1 2月1 6日㊌ ～ 2 0日㊐
10：00～17：00（最終日は
14：30まで）
県立美術館（神戸市中央区）
県立のじぎく特別支援学校
078
（994）
0196
078
（994）
0197
みんなのアート展

募集

〈募集〉

道路施設ネーミングライツ
パートナー

県とネーミングライツ
（施設
命名権）契約を締結し、歩道
橋などに企業名や商品名を
標示しませんか。
◆対象施設＝歩道橋、
トンネ
ル、
跨道橋
◆契約期間＝3～5年間（1
年単位）
企業等
企業が提示（1施設当たり
こ
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この情報は
11月10日現在の
ものです。

年15万円～）
◆選定方法＝提示額等によ
り県が選定
で問い合わせの上、
必要書類を
で県道路保
全課へ
650-8567（住所不要）
078（362）3522
078（362）4278
兵庫県 道路施設ネーミングライツ

ひょうご労働図書館開設
20周年記念講演会の
参加者

東京大学教授の玄田有史さ
んが、パンデミックや自然災
害が頻発する現代における
労働や雇用の有効な対応策
について講演します。無料。
12月21日㊊14：50～
県民会館（神戸市中央区）
200人（先着）
専用フォームまたは
でひょうご労働図書館へ
078（367）3895
078（367）3807
ひょうご労働図書館

看護職合同就職説明会
in 西播の参加者

中・西播磨地域の病院によ
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、看護師など看護
職の資格を持つ離職中の人
3年1月17日㊐12：00～
16：00
イーグレひめじ
（姫路市）
1月5日㊋までに 専用
フォームまたは所定の申込
書を
で県看護協会ナー
スセンターへ
650-0011 神戸市中央区
下山手通5-6-24
078（341）0240
078（341）0340
兵庫県看護協会 就職説明会

2（ 2020 ）年
Hyogo 令和
12 月号

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

県民モニター募集中

男女共同参画
「ぶっちゃけ
夫婦ーく
（めおとーく）
」
の
受講者

露の団姫さんによる落語と
豊来家大治朗さんによる太
神楽、夫婦にまつわる話など
をオンラインで開催。無料。
内容に興味があり、Zoom
で受講できる人
1 2月1 8日㊎ 1 0：0 0 ～
11：30
80人（先着）
12月15日㊋までに必要
事項を でドマソーラ神戸へ
078（732）8734
evenkobe@gmail.com
ドマソーラ神戸

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12月
14日㊊から市・区役所、町
役場、各県営住宅管理事務
所で配布。
1 2月2 1日㊊ ～ 2 5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〉

兵庫県職員
（看護師等・第4回）

3年4月1日採用職員の採用
試験。
3年1月16日㊏
のじぎく会館（神戸市中央区）
◆募集職種＝看護師、助産師
◆選考方法＝論文・面接試験
◆受験資格等＝試験案内で
要確認
12月18日㊎（消印有
効）、 25日㊎18：00までに
所定の申込書を県病院局管

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。

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

理課へ
650-8567（住所不要）
078（362）3224
078（362）3322
兵庫県職員 看護師

県立総合衛生学院介護福
祉学科
（一般・第2回）

介護のスペシャリストを養成
する2年課程の学科。
高校卒業者（3年3月卒業
見込みの人を含む）
または同
等程度の人
3年1月24日㊐（小論文、
面接）
同学院中山手分校（神戸
市中央区）
10人程度
12月18日㊎～3年1月
8日㊎（消印有効）に必要書
類を （簡易書留）
で同学院
介護福祉学科へ
650-0004 神戸市中央
区中山手通7-28-33
078（361）4001
078（361）2555
兵庫県立総合衛生学院 介護福祉学科

県立神戸高等技術専門学院
令和3年4月生（第1回）

就職を目指す人を対象とし
た 職 業 訓 練 学 校 。授 業 料
無料。
◆ 募 集 コ ー ス＝ ① C A D /
CAM加工、電気制御、印刷総
合技術、
インテリアリフォーム
（いずれも1年）
②総合ビジネス
（1年）③福祉調理（6カ月）
18歳以上の求職者（①の
み新卒者含む）
①3年1月29日㊎②③1月
28日㊍（いずれも学科試験、
面接）
同学院（神戸市西区）
①各15人②③20人
12月9日㊌～3年1月21
日㊍に入校願書を居住地を
管轄するハローワーク
（要事

県広聴課

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

前相談）
へ
同学院
078（794）6630
078（794）6637
神戸高等技術専門学院

お 知 〈お知らせ〉
らせ
12月定例県議会

本会議はどなたでも傍聴で
きます。
12月1日㊋～11日㊎（代
表質問4日㊎、一般質問7日
㊊、8日㊋）
県議会事務局総務課
078（362）3708
078（362）3924
兵庫県議会

最低賃金以上かどうか
金額を確認しましょう

鉄鋼業や塗料製造業など特
定7業種には、
兵庫県最低賃金
（時間額900円）
より高い金額
の最低賃金が設定されていま
す。金額を確認しましょう。
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 最低賃金について

12月10日㊍～16日㊌は
北朝鮮人権侵害問題啓発
週間です

北朝鮮当局による日本人拉
致問題等、人権侵害問題に
対する認識を深めましょう。
県人権推進課（人権啓発
全般）
078（362）3229
078（362）4266
県国際交流課（拉致問題
啓発）
078（362）3025
078（362）3961
政府拉致問題対策本部

078（362）3021 078（362）4291 兵庫県 県民モニター

