
詳しくは
2面へ

これ、図書館です。

あなたの大切な人を守りましょう。一日も早い収束に向けてご協力を新型コロナウイルス感染症

▶

▶

▶

人流抑制対策 クラスター対策
生活や企業活動を維持する場合を除き、原則、県域を越えた往来は自粛
し、混雑した場所への外出機会は半減してください。
時短要請時間外の飲食店等の利用や、感染対策が徹底されていない飲食
店等の利用は自粛してください。

▶

▶

▶

▶

これまでの長期間にわたる医療従事者の皆さんのご努力、県民・事業者の
皆さんのご協力に感謝を申し上げます。
新規陽性者数は減少してきていますが、病床使用率は依然として高く、

予断を許さない状況です。医療ひっ迫を防ぎ、大切な人を守るためには、
一人一人が責任ある行動を徹底していただくことが大切です。一日も早い
収束に向けて、ご協力をお願いします。

ワクチンの接種
デマや臆測といった誤った情報に惑わされず、正確な情報の下、ワクチン
接種への積極的な参加をお願いします。

手洗いや消毒など基本的な感染対策を徹底し、発熱等の症状が見られる
場合は、出勤、通学、通園を控えてください。
更衣室や喫煙室など「居場所の切り替わり」のタイミングでは、特に感染
対策を徹底してください。
障害や病気などによりマスクの着用が困難な場合を除き、飲食店には必ず
マスクを着用の上入店し、会話の際もマスク着用を徹底してください。
友人等との会食や自宅での飲み会、路上・公園での飲酒は絶対にやめてく
ださい。

この情報は9月13日現在のものです。最新の情報に注意してください

兵庫県広報紙 Hyogoふるさとがもっと好きになる

版
戸
神人　口：544万1,276人

世帯数：241万1,298世帯
面　積：8,400.95㎢
（令和3年8月1日現在）
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【主な内容】
［2─3面］ 550万人のインフォ
［4─5面］ いいとこ丸ごと！（尼崎市）

 みんなでふる活（宍粟市）
 知事インタビュー

［6─7面］ おでかけひょうご・情報掲示板
［ 8 面  ］ 地域版



赤穂市立
図書館

赤穂市

播
磨

五国それぞれの気候、風土に育まれた自慢の産品や
加工品が集まる「兵庫県民農林漁業祭」と、来年11月に
「全国豊かな海づくり大会」が明石市で行われることを記念した「豊か
な海づくりフェスタ２０２１」を同時開催します。県産農林水産物などの
販売や展示・ＰＲ、県内の豊かな海と川に
関するパネル展示、サザエ釣りや缶バッジ
作りといった体験コーナー、川の生き物の
水族館など、盛りだくさんの内容です。但馬
産松葉ガニが当たるスタンプラリーもあり
ます！（県民農林漁業祭実行委員会）

子どもたちの憩いの場として、築100
年余りの古民家の蔵を改装し、昨年オ
ープン。本棚には地域住民から寄贈さ
れた絵本や児童書が並びます。地元の
ボランティアが中心になって運営する
地域密着型の図書館です。
　洲本市本町7-2-25
　NPO法人兵庫SPO支援センター
　0799（38）6310 　078（915）0076

デザイン性が
高くアート感
漂う建築

建物の北側と東側はガラス張りで、日中
は自然光が差し込み、夜は館内からこぼ
れる光で幻想的な雰囲気が漂います。塩
田を思わせる書架や著名な彫刻家の作
品が飾られた壁など芸術性の高い建物
は、まるで美術館のようです。
　赤穂市中広907 　赤穂市立図書館
　0791（43）0275 　0791（43）6291

新型コロナワクチンについて
とことん解説！
新型コロナワクチンの接種に不安や抵抗がある人もいるかと思
います。県広報戦略課公式YouTube「兵庫県ってなんだ？―な
おみチャンネル―」では、広報専門員の清水奈緒美がワクチンの
種類や特徴、接種後
に起こり得る副反応
などワクチンに関す
る「なぜ？」につい
て、専門家の解説を
基に分かりやすく伝
えます。ぜひ参考に
してください。（県新
型コロナウイルス感
染症対策本部）

ワクチンの
動画はこちら

副反応の
動画はこちら

県立
明石公園

明石市

播
磨

　10月16日㊏、17日㊐9時30分～16時（17日は15時まで）
　県立明石公園 　県民農林漁業祭実行委員会（県消費流通課内）
　０７８（362）9223 　０７８（362）4276
兵庫県民農林漁業祭 海づくり大会　兵庫

木のぬくもりが
感じられる
館内

〝木彫の町″にふさわしく、建物の随所に
木材が取り入れられ、地元の作家のアー
ト作品も展示されています。絵本が並ぶ
秘密基地のような屋根裏部屋には、畳や
カーペットが敷かれ、のんびり読書が楽し
めると親子連れに人気です。

丹波市立
中央図書館

丹波市
丹
波

YORISOI米田家
蔵の子ども図書館
「きぼうの図書館」

洲本市

淡
路

蔵を改装した子どもの憩いの場
毎年、市内の小学4年生～6年生を対
象に「子ども司書養成講座」を開講し
ています。全7回で司書業務の基礎を
習得、修了者は長期の休みに窓口業務
を手伝ったり、「おはなし会」で読み聞
かせを行ったりできます。

読書活動の推進を担う子ども司書

養父市立
図書館
大屋分館

養父市
但
馬

　養父市大屋町大屋市場20-1 　養父市大屋地域局
　079（669）0120 　079（669）1682

　丹波市氷上町常楽233
　丹波市立中央図書館
　0795（82）7100 　0795（82）7200

きらり個性光る
ユニークな図書館
読書の秋がやって来ました。足を運び
たくなる閲覧室があったり、ユニークな
取り組みを行っていたりと、県内でひと
きわ個性が光る図書館を紹介します。
（取材・文 県民だより編集部）

今月の
表紙

「御食国ひょうご」
の恵みを満喫！

03企P2-051A3
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龍野コルク工業㈱
　たつの市龍野町島田321
　0791（63）1301 　0791（63）3106
●設立／昭和33年 ●従業員／50人

おいしく食べて竹林整備
淡路島発！塩漬けメンマ

550万人の
インフォ

伝えたい！と
知りたい！をつなぐ

「兵庫の酒ぐいっと！キャンペーン」に
参加する酒販店で兵庫県産の日本酒を
1,500円（税込み）以上購入すると、各
店先着50人にオリジナル手ぬぐいが進呈され、ダブルチャ
ンスに応募すれば抽選で140人に県内各地の銘酒が当た
ります。ぜひ参加して、個性あふれる兵庫県の日本酒を楽
しんでください。（兵庫の酒ぐいっと！キャンペーン事務局）

見た目は普通の鳥居
実は発泡スチロール製
超軽量で耐久性も抜群

軽量樹脂の成形品を手掛ける龍
野コルク工業㈱が開発した樹脂
製鳥居の「e-鳥居」。木製よりも
安価で耐久性が高いと評判を呼
び、じわじわと販売数を伸ばして
います。柱は硬質の塩化ビニー
ル、それ以外の部材には発泡スチ
ロールを使用。朱色に塗れば木製
と見分けがつきません。
「石材調の塗料で石造りの
鳥居に仕立てることもできま
す」と技術責任者の山本実さん。
柱1本の重さが約4㌔と軽く、地
震で倒壊しても安全だといいます。

木製のように経年で腐敗する心
配も無用。鳥居の建て替え費用に
苦労している過疎地の集落からの
引き合いが増えており、活躍の場
はますます広がりそうです。
（取材・文 県民だより編集部）

メンマは、タケノコが少し育った状態の「幼
竹」が原料です。淡路島には持ち主の高齢
化などによる放置竹林が多く、田畑を荒らす
野生動物の隠れ場所になったり、海を豊かに
する森林を侵食したりと、各地で問題となって
います。そこで、地域おこし協力隊として竹林
の活用に取り組んでいた高木愛季さん、島内
で干物やつくだ煮などを製造する水産加工会社
の武田康平さんと協力し、放置竹林で収穫した
幼竹を使ってメンマを開発。「あわじ島ちく」と名
付け、昨年からオンラインショップなどで販売を
始めました。シャキシャキとした歯応えがあり、塩
だけのシンプルな味付けはどんな料理にも合わ
せやすいので、日常の食卓にぜひ取り入れてみ
てください。（代表 辻三奈さん）

龍野コルク
工業㈱

たつの市

播
磨

　兵庫の酒ぐいっと！キャンペーン事務局
　06（6341）2335
兵庫の酒ぐいっと！キャンペーン

　あわじ里山プロジェクト
　　0799（28）1588
あわじ里山プロジェクト

発泡スチロールの素地に表面保護用のウレタン
を吹き付け、塗装を施します。

青椒肉絲
【材料】
牛肉または豚肉100g
～150g、片栗粉小さじ
2分の1、ピーマン2
個、塩抜きした「あわじ
島ちく」100g、ごま油・
塩・こしょう適量、Ⓐしょうゆ・酒小さじ2分の1、Ⓑオイスターソー
ス・酒・みりん大さじ1、しょうゆ・砂糖小さじ2分の1

【作り方】 
❶細切りにした肉にⒶで下味を付け、片栗粉をまぶして10分置く。
❷フライパンにごま油を熱し、細切りにしたピーマンと塩抜きした
　「あわじ島ちく」を中火で炒める。塩・こしょうをし、ピーマンに
　軽く火が通ったら取り出す。
❸続けて❶をフライパンに入れ、中火で加熱する。
❹肉に焼き目が付いたら、❷を入れて炒める。
❺肉に火が通ったらⒷを入れ、強火で一気に炒め合わせる。

個性豊かな
兵庫の日本酒を
味わおう！

3分の1のミニ版で
も、木製はこんなに
軽々と持ち上げら
れません。

左から高木さん、辻さん。

詳しくは
こちら

同社の敷地内にある
稲荷神社の鳥居も樹脂製。

あわじ里山
プロジェクト

洲本市

淡
路

「あわじ島ちく」
100グラム350円。

レシ
ピを

紹介
！

実施期間など
詳しくは
こちら

令和3（2021）年
10月号


