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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

観覧料

月 火 水 木 金 土 日

20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31

割引券

マスクの着用

掲載しています

ひとはく

3月6日㊐まで10時～18時45分※
月曜（祝日の場合は翌日）、12月31日
㊎、1月1日㊏㊗休苑
週末を中心に氷上スポーツ体験やス
ケート教室などのイベントも。
県立円山川公苑（豊岡市）
一般500円、70歳以上・中学生以
下250円※貸し靴
500円
同苑
0796（28）3085
0796（28）3087

the Netherlands)

円山川公苑

信号のない町

兵庫 フラワーセンター

特別展 やきものの模様

割

－動植物を中心に－

12月11日㊏～2月27日㊐10時～18時
※月曜、12月31日㊎、1月1日㊏㊗休館
（1月3日㊊、10日㊊㊗は開館、翌日休館）
江戸時代以降の作品の中から動物や
植物が描かれた約100点を展示。
兵庫陶芸美術館（丹波篠山市）
一 般 6 0 0 円 、大 学 生
500円、70歳以上300円、
高校生以下無料（入館料）
同館
色絵立鶴文徳利
079（597）3961
江戸時代後
079（597）3967 （1対）
期 同館所蔵 県指
兵庫陶芸美術館

画・もぐら

２００１年３月に
はじめて信号が
できて

古代エジプト展 神戸

屋外アイススケートリンク

【但馬編】

そのときは
点灯式をしました

2月27日㊐まで10時～18時※月曜
（祝日の場合は翌日）、12月31日㊎、
1月1日㊏㊗休館
古代エジプトのミイラや副葬品など約
250点を展示。
入館は予約優先制。
県立美術館（神戸
市中央区）
一般1,800円、大
学生1,400円、70歳
以上900円、高校生
以下無料
（入館料） 「王の書記パウティのピラ
ミディオン」新王国時代／
で同館へ
078
（262）
1011 Image©Rijksmuseum
van Oudheden (Leiden,

12月4日㊏～19日㊐の土曜、
日曜と
24日㊎17時～20時（点灯時間）
温室をライトアップし、クリスマスツ
リー等の電飾で花壇を彩ります。
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、17時以降は半額）
同センター
0790（47）1182
0790（47）1561

ムシ

ライデン国立古代博物館所蔵

古代エジプト展

花と光のクリスマス

昔、大屋町は
信号機が一基も
ない町でした ！

手洗い・手指消毒 体温測定・健康チェック

12月1日㊌～26日㊐10時～17時
※月曜休館
タマムシの標本28種156点を展示。
県立人と自然の博物館（三田市）
一 般 2 0 0 円、大 学 生 1 5 0 円、7 0
歳以上100円、高校生以下無料（入
館料）
同館
079（559）2001
079（559）2007 オビモンハデルリタマ

12月11日㊏～2月27日㊐

本券を窓口で提示すると団体料金で観覧で
きます。※本券1枚で2人まで有効 ※他の割
引との併用不可 ※コピー不可

詳しくは

ホームページに

玉虫－古代から人々を魅了
する美麗昆虫の多様性

兵庫陶芸美術館特別展

やきものの模様－動植物を中心に－

定重要有形文化財

「ひょうご関係○○案内所」では、里山に関わりたい街の人と人手不足に悩む集落
をつなぐ取り組みを展開しています。
（ヒントは2～3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」が剣菱酒造の純米酒を使って仕上げ
たパウンドケーキ。こくのあるふくよかな味
わいが魅力です。1,490円。
インターネットでも販売しています。
+NUKUMORI

❷4面で紹介の塩の国の塩（真塩・
差塩）
…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ＮPO法人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）

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17日㊎
（消印有効）までに、
〒650-8567（住所不要）
078（362）3903
dayori@koho.pref.hyogo.lg.jp
のいずれかで県広報戦略課「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

これは自虐風自慢
ではなくて

🅒🅒面積

自慢風
自虐…？

🅐🅐人口 🅑🅑情報

解説
養父市大屋町に初めて信号機ができたのは
平成13（2001）年。
「信号がないの? と興

味を持たれることも多くてちょっと誇らし

11月7日
放送の

県の情報・魅力を
発信しています

漫才師の渡辺裕薫さんが香美町立ジオ
パークと海の文化館などを訪れ、但馬地

毎週日曜 8 時 30 分～9 時
サンテレビで放送中

域の漁業を紹介。中でも「香住ガニ」の名
称で親しまれているベニズワイガニについ

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、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！

さわやか提案箱

「ひょうご発信 ! 」では…

過去の放送動画はこちらから

て、漁法やおいしさの秘密などをリポート

ひょうご発信 サンテレビ

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

かった」そうで、信号機ができて安全な半
面、複雑な気持ちもうかがえます。そんな大

屋町の令和元年の人身事故はたった2件。し

かし、地元の人々は「そんなに多いの!?」とい

う反応だとか。信号機があってもなくても、
運転が優しいことに変わりはなさそうです。

あなたの「あるある」投稿してく
ださい。

U5H

令和 3（ 2021 ）年
12 月号
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情報掲示板
募集

〈募集〉

県立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

学習内容やカリキュラム、奨
学金制度などについて説明。
個別相談も。
1 2月1 2日㊐ 1 3：3 0 ～
15：00
同学院中山手分校（神戸
市中央区）
12月10日㊎までに
または 申し込みフォー
ムから同学院へ
078
（361）
4001
078
（361）
2555
兵庫県立総合衛生学院 介護福祉学科

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27施
設が参加する合同就職説明
会をオンラインで開催。
復職を希望する看護職と
看護学生等
令和4年1月16日㊐12：00
～16：00
1月5日㊌17：00までに
申し込みフォームから
（公
社）兵庫県看護協会ナース
センターへ
078
（341）
0240
078
（341）
0340
兵庫県看護協会

県営住宅の入居者

申込書は12月13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。
コロナ禍で収入が減った
人などは相談を。
1 2月2 0日㊊ ～ 2 4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

この情報は
11月10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

078（232）9581

078（362）4455

兵庫県住宅供給公社

ひょうご住まいの耐震化

助 成〈助成・貸付〉
・貸 付

試験

県産木材利用拡大キャン
ペーン

兵庫県職員
（看護師等）

県産木材を使って県内に住
宅を新築またはリフォームす
る人に、工務店を通じて費用
を還元します。
①新築②リフォーム
◆還元要件＝法令を順守す
る県内工務店と4年2月18
日㊎までに工事契約する住
宅であること
◆還元額＝①県産木材率
30％以上50％未満：20万円、
50％以上80％未満：30万円、
80％以上：50万円②内装に
30平方㍍以上使用：10万円
4年2月18日㊎までに所
定の申請書を でひょうご森
づくりサポートセンターへ※
工事契約前の申請が必要
〒650-0012神戸市中央
区北長狭通5-5-18
078（371）0607
078（371）7662
兵庫県産木材利用拡大キャンペーン

ひょうご住まいの耐震化
促進事業

住宅の耐震改修（部分改修
を含む）や耐震性の高い住
宅への建て替え工事などに
要する費用の一部を補助。
昭和56年5月以前に着工
した住宅（ほか要件あり）
設計、工事合わせて最大
120万円（別途市町上乗せ
あり）
住宅所在地の市町窓口へ
（ホームページに一覧を掲載）
※工事契約前の申請が必要
県建築指導課
078（362）4340

〈試験〉

4年4月1日採用職員の採用
試験。
4年1月15日㊏
のじぎく会館（神戸市中央
区）
◆試験案内・申込書配布場
所＝県病院局管理課、各県
立病院、
ホームページなど
◆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17日㊎（消印有
効）
まで、 12月3日㊎～24
日㊎12：00（受信有効）
に所
定の申込書（ダウンロード可
能）
を県病院局管理課へ
〒650-8567（住所不要）
078（362）3224
078（362）3322
兵庫県職員 看護師

兵庫県会計年度任用職員
（神戸市内勤務対象）

4年度採用の主に本庁舎で
勤務する非常勤職員の採用
試験。
4年1月25日㊋、26日㊌
（面接試験）
のじぎく会館（神戸市中央
区）
1月7日㊎（必着）
までに
所定の申込書を で県人事
課へ※他地域の試験につい
ては各県民局へ問い合わせ
てください
〒650-8567（住所不要）
078（362）3077
078（362）3940
令和4年度 兵庫県 会計年度任用職員

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

県立障害者高等技術専門
学院 令和4年度生

障害者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＝①ものづくり科、
ビジネス事務科、情報サービ
ス科②総合実務科
①身体等障害者②知的障
害者
4年1月21日㊎※②は1月
12日㊌までに体験入校必須
同学院（神戸市西区）
①各10人②15人
12月6日㊊～4年1月14日㊎
に必要書類を現住所を管轄する
ハローワーク
（要事前相談）へ
同学院
078（927）3230
078（928）5512
兵庫県立障害者高等技術専門学院

国立県営兵庫障害者職業
能力開発校 令和4年度生

一般の職業訓練校では受講
困難な障害者が、職業人と
して自立するために必要な
技術等を養成。授業料無料。
◆募集科＝①OA事務科②イ
ンテリアCAD科③総合実務
科④ビジネス実務科⑤キャリ
ア実務科※③は第1回選考で
定員に満たない場合のみ実施
①②身体障害者③知的障
害者④精神障害者⑤発達障
害者
①②④⑤4年2月4日㊎③
2月5日㊏※③④は1月19日
㊌までに体験入校必須
同校（伊丹市）
①20人②③⑤15人④5人
12月1日㊌～4年1月20日㊍
に必要書類を現住所を管轄する
ハローワーク
（要事前相談）へ
同校
072（782）3210
072（782）7081
兵庫障害者職業能力開発校

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
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

LINEを活用した消費生活
相談の実証実験にご協力を

架空請求や悪質商法などの
消費者トラブルに関する相
談手段の多様化を推進する
ため、試験的に無料通信アプ
リ
「LINE」
で相談を受け付け
ています。
県内在住の人
4年1月29日㊏まで
県消費生活課
078（362）3376
078（362）4022
兵庫県 LINE 消費生活相談

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928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

この冬 青野で、
ゴルフ&テニス & 宿泊を楽しもう！

▲

▲▲▲▲

▲▲

 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
最 新型GPSナビゲーション搭載カート
い
 つでも快適コース内カート乗り入れ可能

ゴルフ宿泊パック、グラウンド・ゴルフ各
種プラン等もご用意しておりますので、
ぜひご利用ください！

7

3（ 2021 ）年
Hyogo 令和
12 月号

豊かな自然に囲まれたホテル・コテージは130名様宿泊可能
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
ジュニアから一般までのテニス大会を多数開催
各種宿泊・お食事プランを用意してお待ちしております！
！
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・ゴルフ場
0790（45）8166
〒675-2404 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・ゴルフ場

 化に富んだアンジュレーションや
変
天然芝が魅力の３つの常設コース
日本グラウンド・ゴルフ協会認定
各 種大会参加者受付中

▲▲

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

