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摂津（神戸・阪神）
～Timely Topics in HYOGO～旬トピ！

Q.開発のきっかけは。　
10年ほど前、播州織の関係者から
業界の不況を聞き、「何かPRにつな
がる協力を」と考えるように。5年
前、店を立ち上げたのを機に、播州
織の織機をイメージさせるラベル
付きのグラブを企画しました。
Q.商品化で苦労した点は。
グラブの製造ノウハウがなかった
ので、協力者探しに苦労しました。
奈良県の職人さんの協力を得て開
発し、2018（平成30）年、販売にこ
ぎつけました。裁断・縫製より後の
ひも通しや使いやすい形に整える
「型付け」は当店で行っています。

Q.特長は。
形崩れしにくく、しわになりにくい
のが特長です。また、依頼者のグラ
ブを借りて型付けの参考にするな
ど、大手メーカーでは難しい細やか
な対応で一人一人に合ったグラブ
を作っています。
Q.今後の展開は。
最近は、地元出身者を中心にアマ
チュアはもちろん、プロにも愛用さ
れるようになりました。今は県外産
の牛革を使っていますが、将来的に
は西脇の黒田庄和牛を採用してご当
地感を高め、まちの活性化に貢献で
きればと考えています。

野球一筋 　西脇市鹿野町448-1
　0795-27-7077 　0795-23-4751

県内の企業や求人、就職関連のイベントに関する
情報を発信する「ひょうごで働こう！マッチングサ
イト」を、今春、リニューアルしました。ストーリーに
沿って質問に答えることで自分の強みや適性が分か
る「性格タイプ診断」、新卒者向けの求人や就職活動
の準備に役立つ情報を紹介する「就活応援ページ」
が新たに加わりました。便利なスマートフォン用ア
プリもあるので、活用してください。
（県労政福祉課）

4月から、新たに5種類のがんの粒子線治療が公的医療保険適用の対象
となりました。県立粒子線医療センターと神戸陽子線センターでは
保険適用に関する電話相談を受け付けています。（県病院局経営課）

肝細胞がんや膵がん等の
粒子線治療が保険適用に2 ひょうごで働こう！

マッチングサイトがリニューアル3

占い師のガイドで楽しみ
ながら性格タイプを診断。

　県労政福祉課
　078-362-9168 　078-362-3392

　県立粒子線医療センター 　0791-58-0100 　0791-58-2600
　同センター附属神戸陽子線センター 　078-335-8001 　078-335-8006

・肝細胞がん（4cm以上）  
・肝内胆管がん  ・局所進行性膵がん
・手術後再発した局所大腸がん

陽子線治療と重粒子線治療が保険適用

・局所進行性子宮頸部腺がん
重粒子線治療のみ保険適用 陽子線と重粒子

線に対応した水
平・垂直照射室。

1オリジナルグラブで地域活性化を
西脇市内のスポーツ用品店「野球一筋」のオリジナル商品「播州グラブ」。プロ野球選手にも使われる
など注目を集めています。同店を営む㈱T＆Nホールディングスの西山孝彦社長に、開発の経緯や特長
を聞きました。（インタビュー 本紙編集部）

「いずれ全工程
を西脇でできる
ようになれば」と
西山さん。

3・5［県全域］

詳しくは
こちら

オンライン
購入はこちら

全5色あり、軟式用3万8,500円～、硬式用5万5,000円～。
写真奥は播州織風ラベル付き。

グラブの調整を
担当する渡邉翔さん

受注時には必ずヒア
リングを行い、依頼
者から「型付け」の希
望などを聞くように
しています。

野球一筋

「播州グラブ」は発売直後か
ら愛用しています。自分好み
のグラブに調整してもらえ、
おかげさまでいい結果が出
せています。

グラブを使用する独立リーグの
橋詰循さん（洲本市出身）

04総P2-012A3
丹波の恐竜は知っていましたが、淡路島にも恐竜がいたとは驚きです。（たつの市・野村さん）読者の声2022（令和4）年6月号2 HYOGO

すい

けい



6 時と宇宙を守るヒーロー
駄じゃれ連発の敵役も人気です
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明石市立天文科学館のキャラクター「軌道星隊シゴセンジャー」。2005
（平成17）年に登場して以来、（「キッズプラネタリウム」での）ショーは
いつも満席です。進行役の鈴木康史さんにショーの内容や人気の理由
を聞きました。（インタビュー 本紙編集部）

Q.シゴセンジャー誕生の経緯は。
〝子午線のまち″のシンボル施設と
して、一般的になじみの薄い「子午
線」を知ってもらうために作りまし
た。それまでは、子どもに〝こうし
せん（子牛線）″と説明する保護者
がちらほらいました。
Q.登場シーンは。
私が子どもたちに星空解説をして
いるところに敵役のブラック星博
士が現れ、駄じゃれを交えながら
めちゃくちゃな解説を始めます。
しばらくするとシゴセンジャーが
登場し、天文クイズ攻撃で博士を
やっつけるという流れです。

Q.人気は衰え知らず。
園児や小学校低学年を中心に根
強い人気で、予約開始日に全席埋
まります。格闘ではなくクイズで
成敗するという設定とブラック星
博士の駄じゃれは保護者にも好評
です。
Q.読者にメッセージを。
子どもはもちろん、大人も存分に
楽しめる〝ゆるいショー″です。宇
宙や天体に興味を持つきっかけに
なるとうれしいですね。6月12日
㊐に県立明石公園で開催される
「時のウィーク」にも出演します。

　明石市人丸町2-6 　078-919-5000 　078-919-6000
明石市立天文科学館

7月16日㊏～18日㊊㊗ ※6月25日㊏からホームページで受け付け
キッズプラネタリウム「シゴセンジャー夏場所」

明石天文

力を合わせて
ブラック星博士を倒そう!

応援ヨロシク!!

4 丹波地域のため池がカードになりました
分水界「水分れ」があり、日本海側、瀬戸内
海側に流れる河川の最上流部に位置する丹
波地域は、河川の下流エリアに比べて水量
が乏しく、江戸時代から水利開発が盛んに
行われてきました。現在、丹波市、丹波篠山
市を合わせ約690のため池があり、主に農
業用水として利用されています。この中から

貯水量の多い池を中心に16カ所を選び、今
春、ダムカードを模した「ため池カード」を
作りました。池が写った自撮り写真を指定
の施設で提示すると、その池のカードをお
渡しします。ぜひ地域の貴重な水源を訪ね、
カードを入手してください。
（丹波県民局篠山土地改良事務所）

　丹波県民局篠山土地改良事務所
　079-552-7419 　079-552-5576

入手方法は
こちら

※立ち入り区域の制限がある場合は、ルールを守って撮影してください

裏面には、面積や
貯水量といった
データのほか、築
造時期や用途な
ども記載。

皆さんの疑問を募集します！
日頃感じている、兵庫県にまつ
わる謎や疑問をお寄せください。
一部を本紙編集部が全力で調
べ、結果を紙面で報告します。

なぜ？何？どうな
った？

投稿は
こちら

宛先／　申し込みフォーム
から県広報広聴課「広報紙
なぜ？何？どうなった？」係へ。
※投稿を基に内容を編集する場
　合などがあります。また、必ず掲
　載されるとは限りません

詳しくは
こちら

ブラック星博士
駄じゃれ連発の〝寒～い″
天体解説でみんなの心を
惑わせます。

時のまち明石で
天文の面白さを
解き明かし～

シゴセンジャー
レッドとブルーは暴力が嫌いで、
ブラック星博士とは必殺技「クイズアタック」で戦います。

この情報は5月18日現在のものです。最新の情報に注意してください。

こまめな手洗いや手指消毒、人と人との距離確保、3密
の回避など基本的な感染防止策を徹底してください。
適切なマスク着用（不織布マスクを奨励）をお願いし
ます（障害や病気、熱中症の恐れなどによりマスクの
着用が困難な場合を除く）。
飲食は少人数・短時間を基本に、会話の際はマスク
の着用を徹底してください。

混雑している場所や時間を極力避けて、少人数で行動
してください。
大人数・長時間・大声での会食やマスクなしでの会話
などは控えてください。

ワクチン接種は発症や重症化の予防に有効です。若い
人も積極的に接種を検討してください。

 基本的な感染対策の徹底
●

●

●

 感染リスクの高い行動の回避
●

●

 ワクチンの積極的な接種
●

県内の新規感染者数は若い人を中心に高止まりの傾向にあります。ワクチンの積極的な
接種や感染防止策の徹底をお願いします。（県新型コロナウイルス感染症対策本部）

感染再拡大に警戒を！

みわか

コアラのみどりちゃんには、もっと長生きしてほしいです。（香美町・仲井さん）読者の声 HYOGO2022（令和4）年6月号 3
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出石観光案内所では小型電気自動車
「EV car 籠組」をレンタルしています。
時速は15km程で、辰鼓楼や家老屋
敷、永楽館など城下町のスポットを効
率よく巡ることができます。利用者の

年齢層は幅広く、特にお年寄りや足
の不自由な方に喜ばれています。今年
4月からはペットも同乗できるように
なりました。
（いずしコンシェルジュ 中江裕美さん）

旬トピ！

7
2019（令和元）年に初めて組んでみた時、スケー
ティングの１歩の伸びも手を出すタイミングも全
く同じで本当に驚き、相性の良さを感じました。
彼とでなければここまで来られませんでした。

ペアパートナー・木原龍一さん

選手村にある五輪モニュメ
ント前での〝リフト技ショッ
ト″。競技を終えた解放感を
全身で表現しました。

北京オリンピック思い出の一枚

国によって食べ物は変わるので特にありません
が、試合前は会場に用意されたものを必ず食べ
るようにしています。その場合、体力を維持できる
よう、パスタなど炭水化物をメインにしています。

ここぞ！で食べる勝負飯

地元の宝塚駅です。競技の関係で幼い頃から電車
移動が多かったため、宝塚駅に着くと「ああ、もう
すぐ家だ」とほっとします。駅の周辺にはお店が多
いので、買い物をして帰ることもあります。

ふるさとの好きな場所

三浦 璃来（みうら・りく） 2001（平成13）年、宝塚市生まれ。ディズニーアニメに憧れて４歳からフィギュアスケートを始め、14歳でペアに本格転向。その年
の全日本ジュニア選手権大会で優勝し、頭角を現す。今年２月の北京オリンピックでは個人戦のペアで7位入賞、団体では銅メダルを獲得した。中京大学３年生。

フィギュアスケーター三浦璃来さんを深掘り
木原龍一さんとの「りくりゅう」ペアで出場した北京オリンピックでは日本勢ペア
最高順位、その後の世界選手権では初の銀メダル獲得と躍進を続ける宝塚市
出身の三浦璃来さん。彼女の魅力に迫ります。（インタビュー 本紙編集部）

詳細版は
こちら

9 須磨離宮公園の純粋蜂蜜を味わって
当園で採取した百花蜜「RIKYU 
HONEY」が本年度の五つ星ひょうご
選定商品※に選ばれました。巣箱から
取り出し、遠心分離機にかけて不純
物を取り除いたものをそのまま瓶に
詰めた純粋蜂蜜なので、自然のおい
しさを味わえます。神戸市須磨区の
丘陵地に広がる園内の豊かな自然環
境を生かそうと、養蜂に取り組む
「bee kobeプロジェクト」を立ち上げ
たのは2019（平成31）年春。来園者

が入らない静かな一角に巣箱を10個
設置し、子どもたちへの環境教育の
ほか、採取した蜂蜜を商品化して販
売も始めました。セイヨウミツバチが
集める花の蜜は山桜系、アカシア、モ
チノキと折々に変化し、それぞれ色や
風味が異なります。同じ花でも咲き具
合によって毎年味も採取量も変わり、
まさに一期一会の味わいです。
（神戸市立須磨離宮公園職員 辻堂美
香子さん）

　（公社）兵庫県物産協会 五つ星ひょうご事務局 　078-362-3858 　078-382-1206

※五つ星ひょうご選定商品…ひょうご五国の〝地域らしさ″と〝新しさ″を兼ね備えた商品を選定し、
統一ブランド「五つ星ひょうご」として全国に発信。本年度は計60品が新たに加わりました。

須磨離宮公園

神戸市立須磨離宮公園
神戸市須磨区東須磨1-1 　078-732-6688
078-734-6022

園内のレストランや料金所
のほか、ひょうごふるさと館
で購入できます。

RIKYU HONEY
170g入り１個を
５人にプレゼント

応募方法は7面へ

今年２月には蜜ろうを
使ったハンドクリーム
も商品化し、園内のみ
で販売。1個1,100円。

オンライン
購入はこちら

170g入り1,800円。左から、山桜系、モチノキ
の蜂蜜。110g入り（1,200円、右端）もあります。

定員は4人です。

環境に優しい電気自動車で
城下町をスイスイ観光 料金や予約は

こちら

出石観光案内所
　0796-52-4960
　0796-52-5900
Daytrip出石

（種類は選べません）

高齢ドライバーなので、より一層気を引き締めて運転しようと思いました。（神戸市・円山さん）読者の声2022（令和4）年6月号HYOGO4



齋藤元彦、
今、みなさんと。

兵庫県知事

vol.007

開館20周年を迎えた人と防
災未来センターの河田惠昭
センター長に、同センターの
実績や新たな取り組みを伺
い、防災先進県・兵庫の在り
方を探りました。

齋藤　開館から2 0年間、
人と防災未来センターで
は、災害ミュージアムとして
阪神・淡路大震災の経験や
教訓を分かりやすく伝える
だけでなく、自然災害に関する
防災研究や人材育成を推進
していますね。
河田さん　防災研究は役に
立たないと意味がありませ
ん。被害を減らすことが目的
だからこそ、研究者は現場を
知らなくてはいけない。災害
時は被災地に赴き、自治体
の職員と協力しながら被災
者と向き合います。
齋藤　私も東日本大震災後、
宮城県で3年間勤務した際
に兵庫県の取り組みを参考
にさせていただきました。
河田さん　災害をプラスに変えるという創
造的復興は多くの自治体で生かされていま
す。また、当センターで研修を受けた自治体職
員は1万人を超えています。彼らは地元で災害
が発生した際、どう動いたらいいか分かって
おり、解決困難なことが起こったときには、
当センターへ問い合わせてきます。ここを中
心とした全国の自治体のネットワークが出来
上がっているのです。
齋藤　センターはHAT神戸のまちづくりに
も一役買っておられます。
河田さん　HAT神戸は阪神・淡路大震災後
につくられたまちなので、住民同士のつなが
りが希薄でした。もっとまちににぎわいをと、
2016(平成28)年に防災訓練イベント「ALL  
HAT」を始めました。毎年回を重ね、幅広い世代
が集まって楽しく防災について学ぶ雰囲気が
できています。人のコミュニケーションが取れ
ている地域は災害にも強いのです。また、地元
の渚中学校には防災ジュニアリーダーも生ま

れました。防災訓練イベント
でも、司会やペットボトルの
だんじり作りなど、いろいろな
形で参加してくれています。
齋藤　HAT神戸を舞台に兵
庫の防災文化が育まれていま
す。まさに創造的復興ですね。

齋藤　昨年、東館に新たに
開設されたBOSAIサイエン
スフィールドでは、最新の防
災知識と自然災害に備える
力を身に付けられます。
河田さん　この20年で社会が
豊かになった分、被害も大き
くなり、1カ月停電すれば社
会そのものが動かなくなって
しまいます。豊かな生活を維

持するには知識が必要です。それをBOSAI
サイエンスフィールドで学んでほしいです。
齋藤　未来を担う子どもたち向けの絵本プ
ロジェクトが進んでいると聞きました。
河田さん　防災の知恵を学べる絵本を作り、
多国籍の言語に翻訳して世界各国で使って
いただこうというものです。小さい頃からの
学びは、その後の人生の糧になりますから。
齋藤　大変素晴らしいですね。近隣の災害時
拠点施設である、こころのケアセンター、災
害医療センターの取り組みも含め、防災先進
県・兵庫のこれまでの成果を国内外に発信し
ていきたいと改めて思いました。

HAT神戸に集結するその他の災害時拠点施設

自治体が設立する初の災害医療センターとして2003
年に開設。平時は、救命救急医療を提供する傍ら、災害
医療従事者等の研修を実施。災害時は、災害医療の指
令塔として、医療機関や搬送機関に対し救護班派遣・
患者搬送の調整等を実施しています。

県災害医療センター

神戸市中央区脇浜海岸通1-3-1 　078-241-3131
078-241-2772 兵庫  災害医療センター ドクターカーについて説明を受けました。

豊かさを維持するための
最新知識を提供

災害等によるトラウマや心的外傷後ストレス障害
（PTSD）などの「こころのケア」に関する多様な機能を
持つ全国初の拠点施設として、2004年に開設。調査研
究をはじめ、人材育成・研修、相談・診療、情報発信、被
災地へのスタッフの派遣などを行っています。

県こころのケアセンター

神戸市中央区脇浜海岸通1-3-2 　078-200-3010
078-200-3017 兵庫  こころのケアセンター 加藤寛センター長（右）の案内で館内を視察。

防
災
・
減
災
の

方
策
や
知
恵
を

国
内
外
に
強
く
発
信
し

安
全
・
安
心
な
未
来
へ

　神戸市中央区脇浜海岸通1-5-2
　078-262-5050 　078-262-5055

阪神・淡路大震災記念人と防災未来センター

人と防災未来センター

人と防災未来センター長 河田 惠昭さん

1974（昭和49）年、京都大学大学院工学研究科土木工学専攻博士課程
修了。工学博士。京都大学防災研究所長を経て2012年より関西大学社
会安全研究センター長。2016年から関西大学社会安全学部特別任命教授。
2002年以降、人と防災未来センター長として活躍。

起業家をサポートする仕組みや制度は、年齢を問わず「挑戦」への後押しになります。（三木市・宇都宮さん）読者の声 HYOGO2022（令和4）年6月号 5



テーマ
①一緒に食事をしたい人へのメッセージ
②食品ロス削減のためにできるメッセージ

キッズ
交通保安官の
役割

・ お酒を飲んだら車を運転しない、運転する時
はお酒を飲まない、運転する人にはお酒を飲
ませないの「三ない運動」の実践を家族に約
束してもらう
・ 地域で開催される行事や交通安全運動などに
参加し、「三ない運動」の実践を呼びかける

ファミリー隊
の役割

・「三ない運動」を実践する
・ 職場や地域へ「三ない運動」の実践を呼びか
ける

県内在住・在勤・在学の人
6月1日㊌～9月1日㊍（消印有効）に選択したテー

マ、住所、氏名、年齢、電話番号、職業（または学校名と学
年）を裏に明記した作品を で県健康増進課へ
〒650-8567（住所不要）　 078-362-3249　
078-362-3913　 兵庫県  食育絵手紙コンクール

「食育絵手紙」コンクールを開催！
食育への関心や実践力を高めるため、食に関するメッセ
ージを込めた絵手紙のコンクールを実施。入賞作品は県
ホームページに掲載します。

飲酒運転をしないよう家族や地域に呼びかけるキッズ交
通保安官と、共に飲酒運転追放を呼びかけるファミリー隊
を募集します。

キッズ交通保安官と
ファミリー隊になろう

飲酒運転を追放せよ！

任命証やキッズ交通保安官
バッジを交付します

県内在住の小学生と保護
者（祖父母含む）
各300人（先着）
6月1日㊌～2023年3月

31日㊎に所定の応募用紙を
申し込みフォームか

ら県生活安全課へ
〒650-8567（住所不要）
078-362-3879
078-362-4022

兵庫県  キッズ交通保安官

【催し】

大中遺跡発見60周年記念 
春季特別展 
弥生集落転生 
―大中遺跡とその時代―
竪穴住居や中国鏡、鉄器な
どの最新の研究成果から、
発見60周年を迎える大中遺
跡と弥生集落の姿を紹介。
7月3日㊐まで9：30～18：00

※月曜休館
県立考古博物館（播磨町）
一般500円、大学生400

円、70歳以上250円、高校生
以下無料（入館料）
同館
079-437-5589
079-437-5599

兵庫県立考古博物館

ホワイトガーデン
白や緑のアンスリウム、カラ
ーといった季節の花で、雨
の日でも楽しめる温室内庭
園を華やかに演出します。
6月4日㊏～7月10日㊐

10：00～18：00
県立淡路夢舞台公苑温室

「あわじグリーン館」（淡路市）
一般750円、70歳以上370

円、高校生以下無料（入館料）

催し
同館
0799-74-1200
0799-74-1201

あわじグリーン館

植物とアート 
～蒲

た ん ぽ ぽた ん ぽ ぽ

公英と羊
し だし だ

歯～
3月から開催している企画
展の第2部。鮮やかな緑色や
美しい形が魅力のシダをモ
チーフにした工芸品などを、
実物の写真や標本とともに
紹介します。
6月4日㊏～7月31日㊐

10：00～17：00※月曜休館
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

ひょうごで働こう！ 
就職フェア in大阪
県内企業約30社による合同
企業説明会。就職相談コー
ナーも。入退場自由。無料。
2023（令和5）年3月卒業

予定の大学、大学院、短大、
専修学校、高等専門学校の

学生、既卒者（おおむね3年
以内）
6月20日㊊12：00～16：00
梅田クリスタルホール

（大阪市北区）
㈱学情
06-6346-6303
06-6346-6838

ひょうごで働こう！就職フェアin大阪

【募集】

人とつながる 
オフラインキャンプ 
2022の参加者
豊かな自然に囲まれてキャ
ンプを行い、日常生活での
インターネット利用などを
振り返ります。
ネットの利用を見直した

い小学5年生～18歳の人
①オリエンテーション：7

月10日㊐②オフラインキャ
ンプ：8月16日㊋～20日㊏
（4泊5日）③フォローアップ
キャンプ：11月13日㊐
①県学校厚生会館（神戸

市中央区）②③県立いえしま
自然体験センター（姫路市）
20人（選考）
1万円
6月30日㊍（消印有効）ま

でに または所定の申込書を
で県青少年本部へ

〒650-8567（住所不要）
078-362-3142
078-362-3891

オフラインキャンプ

県営住宅の入居者
申込書は6月20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。高
齢者以外の人も単身入居で
きるようになりました。
6月24日㊎～30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

第10回神戸マラソンの 
参加者
「『ありがとう』を、未来へつ
なごう。」をキャッチフレー
ズに感染防止対策を講じて
開催。一般ランナーは国内
在住者のみとします。参加
料金、申し込み方法等の詳

細は6月1日㊌午後に公開す
る大会ホームページで確認
してください。
11月20日㊐9：00～

◆コース＝神戸市役所前～
垂水区西舞子～ポートアイ
ランド（42.195km）
2万人（抽選）
神戸マラソンランナーコ

ールセンター（6月10日㊎開
局。平日10：00～17：00）
0570-018501
078-321-0072

神戸マラソン

ワーク・ライフ・バランス 
推進のための 
キャッチフレーズ
アフターコロナ時代の新し
いワークスタイルを促進す
るキャッチフレーズを募集。
県内在住・在勤・在学の人
7月29日㊎（消印有効）

までに必要事項を で
ひょうご仕事と生活センタ
ーへ
〒650-0011神戸市中央
区下山手通6-3-28
078-381-5277
078-381-5288

兵庫  仕事と生活  キャッチフレーズ

【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】

兵庫県職員（採用選考試験）
2023年4月1日採用予定の

募集

試験

助成・貸付

月 火 水 木 金 土 日

1 2 3 4 5

6 7 8 9 10 11 12

13 14 15 16 17 18 19

20 21 22 23 24 25 26

27 28 29 30

66
JUNE

さわやか提案箱 県政へのご意見・ご質問をお受けします。2022（令和4）年6月号6 兵庫県  さわやか提案箱

マンスリー・インフォ・インフォ この情報は5月18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。最新情報は事前に へ。

詳しくは
ホームページに
掲載しています凡例 申し込み

方法
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　 住所　 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

Check!
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今月のプレゼント

プレゼントの応募先はこちら

❶コウノトリ コーちゃんのミニカステラ  
2袋セット … 3人

❷4面で紹介のRIKYU HONEY … 5人

コウノトリをモチーフにした豊岡市のマスコット「コーちゃん」
をかたどったミニカステラ。頰張ると、ほんのりとした甘みが
口いっぱいに広がります。1袋18個入り550円。
インターネットでも販売しています。
+NUKUMORI

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6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

県広報広聴課「県民だよりプレゼントクイズ」係へ。

※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」コーナーで紹介する場合
があります。提供いただく個人情報は今後の紙面作りの
参考にするほか、プレゼントの送付とそれに係る業務に
利用します（①はNPO法人兵庫セルプセンター、②は神
戸市立須磨離宮公園から直接発送します）

丹波地域で今春、ダムカードを模した「ため○カード」（全16種）
を作成しました。○に入る言葉は何でしょう。（ヒントは2～4面）

池　 沼　 湖
プレゼント
クイズ

こちらからも
プレゼントに
応募できます

Theme
表記文字数が多い駅名

1 尼崎センタープール前（10文字）
【阪神電車】（尼崎市）

1 鳴尾・武庫川女子大前（10文字）
【阪神電車】（西宮市)

3 アイランドセンター（9文字）
【神戸新交通六甲ライナー】(神戸市東灘区)

3 ウッディタウン中央（9文字）
【神戸電鉄】(三田市)

※ランキングデータは鉄道各社公式ホームページを基に作成  ※「・」「ー」は１文字としてカウント ※副駅名は除く
画・もぐら

同率１位はいずれも阪神電車の駅で、「武庫川」駅を挟んだご近所さん。「鳴尾・武庫川女子大前」駅は、も
ともと「鳴尾」駅でしたが、2019（令和元）年に改称され、駅名には珍しい中黒「・」が入ったことで県内同率
１位となりました。ちなみに、トップ15のうち14を「神戸・阪神」エリアが独占。いったいなぜ⁉

なんでも ランキングヒョーゴ なんでも ランキングヒョーゴ （本紙編集部調べ）（本紙編集部調べ）
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心や体の健康について、気になることを看護職に気軽に相
談できます。血圧、血管年齢の測定も実施しています。要事
前申し込み。

平日9：00～17：30に で
（公社）兵庫県看護協会まちの
保健室担当へ
078-341-0255
078-361-6652

兵庫県  まちの保健室

相談
時間

毎週月曜
13：00～、13：30～
14：00～、14：30～
（祝休日を除く）

開設
場所

県看護協会会館
1階エントランス
（神戸市中央区）

まちの保健室へ
来てください

のぼりが
目印です

病院へ行くほどでも
ないけれど、

ちょっと相談したい

職員採用試験。
7月2日㊏
県立大学神戸商科キャン

パス（神戸市西区）
◆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

6月13日㊊17：00まで
に 申し込みフォームから
県人事委員会事務局へ
078-362-9349
078-362-3934

兵庫県職員  採用選考試験

【お知らせ】

6月定例県議会
本会議はどなたでも傍聴で
きます。
6月1日㊌～9日㊍（代表

質問6日㊊、一般質問7日
㊋）

県議会事務局総務課
078-362-3708
078-362-3924

兵庫県議会

薬物乱用は 
「ダメ。ゼッタイ。」
麻薬、覚醒剤、大麻、危険ド
ラッグ等の薬物の危険性を
訴え乱用を防止するキャン
ペーンを実施します。SNSな
どで「大麻は害がない」とい
った偽りの情報が広がり、
大麻に手を出して検挙され
る人が急増しています。薬
物は脳に働いて精神に影響
を与えるほか、強い依存性
があります。正しい知識を
持ち、薬物には絶対に手を
出さないようにしましょう。
6月20日㊊～7月19日㊋
県薬務課
078-362-3270
078-362-4713

「ダメ。ゼッタイ。」普及運動

お知らせ

2022（令和4）年6月号 7兵庫県  県民モニター県民モニター募集中 県広報広聴課 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。
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