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兵庫県子ども・子育て支援推進本部ニュース 第 138 号 

号         

  

平成２９年（２０１７年）12 月 

ひょうご 

子ども未来通信12月号 
http://web.pref.hyogo.lg.jp/hw08/hw08_000000008.html 

 

 

 

☆兵庫県立歴史博物館 1月のイベント☆ 

 

「人造人間」『幼年倶楽部』
第 7巻第 4号ふろく 1932年
（昭和 7年）兵庫県立歴史
博物館蔵（入江コレクショ
ン） 

■ 特別企画展「ふろくの楽しみ 明治～平成の子ども雑誌から」 

８大ふろく、10大ふろく…ふろくがつかない雑誌なんて考えられない！ 

こどもも大人も大好きな日本のこども向けの雑誌のふろくに注目し、その世界 

に迫ります。大人向けのふろくも紹介します。 

・会 期：平成 30年１月 27日（土）～３月 25 日（日） 

・観覧料：大人 500 円、大学生 350円、高校生以下無料  

・会 場：県立歴史博物館 ギャラリー 

■ 平成 29年度ひょうごミュージアムフェア 

兵庫県内の博物館等による親子向けのものづくりワークショップやポスター

等掲示。県内のミュージアムの魅力を発信します。 

・日 時：平成 30年１月 20日（土）、21日（日） 10:00～16:00 

・会 場：イオンモール姫路リバーシティー（姫路市） ※入場無料 

■ れきはくロビーコンサート 

姫路市児童合唱団による合唱です。 

午後のひととき、素敵な歌声を聴きながら過ごしませんか。 

・日 時：平成 30年１月 27日（土） 14：30～ 

・会 場：県立歴史博物館 ロビー ※演奏は無料でお聴きいただけます。 

■ 歴はく倶楽部「凧をつくってあそぼう」 

自分好みの絵をかいて、世界にひとつだけの凧をつくります。 

・日 時：平成 30年１月 28日（日）①10：00～11：30 ②13：00～14：30 

・会 場：県立歴史博物館 ロビー   ・料 金：100円 

・定 員：午前・午後各 25 名（先着順） 

  ※小学４年生以下のお子様は要保護者同伴 

～県立美術館からのお知らせ～ 

 

 

  

 問合せ先：兵庫県立美術館 
      こどものイベント係 
〒651-0073 
神戸市中央区脇浜海岸通１丁目１番１号 
TEL:078-262-0908 FAX:078-262-0903 

 

■ 「開館 15周年記念 美術館探検★グランドツアー」 
美術館の中から外までじっくり探検してみよう。いつもは入れない場所にも入れるかも！？ 

・日 時：１月 13日（土）10:30～12:00（受付 10:15～10:30） 
・対 象：小学校３年生～高校生   ・募集人数：20名 
・場 所：アトリエ２       ・参 加 費：100 円 
※要申込み（12/13 の朝 10 時より電話にて受付・先着順） 

■ 当館内にて一時保育を実施！！ 
・日 時：12月 16 日（土）、１月 11 日（木） 
詳しくは「一般社団法人 Babyガーデン」 

・要予約・有料 http://babygarden-kobe.jimdo.com/ 
・問合せ：TEL 090-3948-3719 / FAX 078-755-0973 
・メール：baby.garden.kobe@gmail.com 

 問合せ先： 
兵庫県立歴史博物館 
〒670-0012  
兵庫県姫路市本町68
番地 
TEL ：079-288-9011 
FAX ：079-288-9013 
http://www.hyogo-c.
ed.jp/~rekihaku-bo/ 
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♪兵庫県立男女共同参画センター・イーブンからのお知らせ♪ 

～女性のための再就職セミナー “伝える力”を身につけましょう！～ 

志望動機・自己ＰＲは、「履歴書にはどのように書けばいいの」「面接ではどう 

伝えたらいいの」など悩んでいませんか？ 

このセミナーで志望動機・自己ＰＲの作成方法、自分を「魅せる」表現術を身につけ、

自信を持って就職活動に挑みませんか。 

◆ 日 時：平成 30年 1月 25日（木）、26日（金）9:30～12:00 

◆ 講 師：中矢 才子さん(産業カウンセラー、キャリアコンサルタント) 

       西村 美紀代さん（産業カウンセラー、キャリアコンサルタント) 

◆ 会 場：県立男女共同参画センター  セミナー室 

◆ 定 員：再就職を希望する女性 各日 20 名（先着順） 

◆ 受 講 料：無料 

◆ 一時保育：あり（１歳半から就学前まで 要予約・無料・定員各日６名） 

◆ 申込方法：ホームページ掲載の所定の申込書に必要事項を記入の上、FAX・郵送・持参ま

たは電話でセンターあて申込み 

 

問合せ先：兵庫県立男女共同参画センター・イーブン 
〒650-0044神戸市中央区東川崎町 1-1-3 神戸クリスタルタワー７階 
電話：078－360－8550  FAX：078－360－8558  

HP： http://www.hyogo-even.jp/  Facebook： https://www.facebook.com/hyogo.even 

https://www.facebook.com/hyogo.even 

 

 

 

         神戸大学名誉教授・小児科医 

         中村 肇 著 『子育てをもっと楽しむ』（神戸新聞総合出版センター） 

 

 平成17年度から兵庫県が実施している「地域子育てネットワーク事業」の月刊広報紙

「地域子育てネットワークだより」に、小児科医の目から見た子育て問題を、12年間に

わたり書き綴ってきたものを１冊のコラム集としてまとめ、先月、神戸新聞総合出版セ

ンターから出版されています。 

 著者は、神戸大名誉教授で小児科医の中村肇医師。新生児や未熟児の研究が専門。神

戸大学医学部教授や兵庫県立こども病院院長、阪神北広域救急医療財団理事長などを歴

任されています。 

 ぜひ、ご一読ください。 

 

 

 

 

               問合せ先：神戸新聞総合出版センター TEL：078-362-7140 

 

書籍紹介 

本コラム集は、子育てや子どもの健康に関する時々のトピックスを書き綴ったもの

です。本書を読み進めば、きっと子育てへの自信が湧いてくると思います。 

まえがきより 

 

http://www.hyogo-even.jp/
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機関名 電話番号 担当地区 

宝塚健康福祉事務所 0797-83-3142 川辺郡 

加古川健康福祉事務所 079-421-9118 加古郡 

加東健康福祉事務所 0795-42-9361 多可郡 

機関名 電話番号 担当地区 

中播磨健康福祉事務所 079-281-9210 神崎郡 

龍野健康福祉事務所 0791-63-5136 揖保郡､赤穂郡､佐用郡 

新温泉健康福祉事務所 0796-82-3161 美方郡 

問合せ先：兵庫県 児童課 家庭福祉班 

TEL:078-362-3201  FAX:078-362-0061 メ－ル :jidouka@pref.hyogo.lg.jp 

ひとり親家庭 

高卒認定試験の合格を応援します! 
～ひとり親家庭 高等学校卒業程度認定試験合格支援事業～ 

 

① 受講修了給付金:支払った受講料の２割相当額(上限 10万円) 

② 合格時給付金:支払った受講料の４割相当額(①と合わせて上限15万円) 

 

◆ 児童扶養手当の支給を受けているかまたは同等の所得水準である 

◆ 20 歳未満の児童を養育している 

◆ 高卒認定試験に合格することが適職に就くために必要である 

◆ 過去に当給付金の給付を受けていない 

 
 

 

対象講座 

対象者 

◆お問い合わせ◆    

まずは、各市、兵庫県の母子･父子自立支援員にご相談ください。 

  《市にお住まいの方》各市の福祉事務所  

《町にお住まいの方》兵庫県健康福祉事務所（次表参照） 

 

母子家庭の母または父子家庭の父で、次のすべての要件を満たす方 

及びその児童(20 歳未満) 

高卒認定試験の合格をめざす講座(通信講座を含む)で県(市)が適当と認めたもの 

（ただし、高卒認定試験の試験科目の免除を受けるために高等学校に在籍して単位を

修得する講座を受け、高等学校等就学支援金制度の支給対象となる場合、本給付金

の対象とはなりません。） 

納付金額 
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Facebook で子育て情報発信中！ 

 こども・子育てひみつ基地  

https://www.facebook.com/kodomo.himitsukichi 

検索
 こども・子育てひみつ基地  

編集部からのお知らせ 
 「ひょうご子ども未来通信」は、市町、企業、商
工会議所、商工会、青年会議所、地域団体・NPO、県
関係機関などや希望者に電子メールにより配信して
います。新たに配信を希望される方は、下記アドレ
スに「未来通信・配信希望」と送信してください。
未来通信に掲載する記事も随時、募集しておりま
す。ご希望の方は下記までご連絡下さい。 
 兵庫県子ども・子育て支援推進本部 
 （健康福祉部少子高齢局こども政策課） 
  kodomoseisaku@pref.hyogo.lg.jp 

問合せ先： 
おもちゃコンサルタ
ント 竹下 あきこ 
E-mail：
momlabo@gmail.com 

 

ひょうご孫ギフトプロジェクト 
（兵庫県のふるさと納税）のお知らせ 

ひょうご出会いサポートセンター 
～会員募集のご案内～ 

 兵庫県では少子対策の一環として、「ひょうご出会い支援事業を
平成 11年から推進しています。 
 結婚を希望される 20歳以上の独身の方は、「ひょうご出会いサポ
ートセンター」で１対１のお見合いをすることができます。平成 29
年１月27日からはビックデータを活用した新システムの供用を開始
していますので、ご活用ください。 
 ○はばタン会員（お見合い） 
  ＜登録手数料 5,000円／年、20歳代は会員は 3,000円／年＞ 
 ○あいサポ会員（イベント参加）＜登録無料＞ 
  ☆詳細は「ひょうご 出会い」検索   
Https://www.msc-hyogo.jp/ 
問合せ先：ひょうご出会いサポートセンター 電話：078－891－7415 

あなたの「家族の日」はいつですか？ 

 兵庫県では、それぞれの家族が誕生日や記念日など、家族

にとってふさわしい日を「家族の日」と定めることを提案す

る運動を進めています。 

 「家族の日」には、家族で食事をしたり、お出かけするな

ど、家族と一緒に過ごしてみませんか。 

問合せ先：県男女家庭課  電話：078-362-3385 

 寒い冬の日、あたたかい毛糸を使った遊びをお

子さんと一緒に楽しみませんか？ 

 好きな形に切った、ダンボールや厚紙に毛糸を

巻きつけて遊んでみましょう。 

そのまま、可愛いオーナメントになります。 

 また、羊など動物の形を作って、巻いたり解い

たりして遊んでも面白いでしょう。 

 赤ちゃんのいるご家庭では、毛糸でポンポンを

作って、ガーランドやモビールにして、お部屋を

飾るのも素敵ですね。 

 また、ポンポンをモールや紙皿の枠に結ぶと、

簡単にリースを作ることが出来ます。 

 毛糸は、おままごとにも大活躍します。 

 適当な長さに切ったものを麺類に、ポンポンを

食材にみたてるなど、親子で想像力を育みたいで

すね。 

 パンチで穴を開けた画用紙に毛糸を通したり、

ダンボールやお菓子の空き箱の上下に複数切り込

みを入れ、糸をかけた簡易な織り機を作って織物

をしたり、手先を使った遊びも取り入れてみまし

ょう。 

 時間が有れば、親子で「あやとり」に挑戦して

くださいね。 

認定こども園・保育所等ホットライン 
認定こども園、保育所等の保育施設における保育

の実態について、職員や保護者等の皆様からの通報

や相談などを受け付けていますのでご活用下さい。 

 

開設時間 月曜～金曜 9：00～17：00（祝日を除く） 

電話番号 ＃７３５０（078－341－7711 内線 2920） 

（固定・IP/携帯電話から通話可能・通話料金は通話者負担となります） 

 

 

●内容は？ 

ご寄付をもとに、私立の保育所、幼稚園、 

認定こども園に、県産木材で作った木の玩具を贈
ります。未来を担うこどもたちへの、ふるさと兵
庫の木のぬくもりのプレゼントです。 

●返礼品は？ 

 5 万円以上のご寄附で、県内企業による子育て
グッズ等が選べるギフトカタログを寄附者又は
指定先にお贈りします。 

●お得な制度は？ 

 実質 2 千円の負担となる税控除の仕組み
や、確定申告を兵庫県が代わりに行う仕組み
があります。 

●寄附のお申し出・問い合わせ先 

 兵庫県こども政策課（TEL078-362-3197） 

 

Web サイト ひょうご 孫ギフトで検索！ 

遊びと学びのある暮らし 
 

mailto:kodomoseisaku@pref.hyogo.lg.jp

