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■  兵庫県政 150周年記念事業 特別企画展 

「線路はつづく―レールでたどる兵庫五国の鉄道史―」 

県内各地で保管された古レールを展示し、その側面 

 に刻印された製鉄会社や鉄道会社名などから兵庫の鉄 

 道史をたどるとともに、時刻表や旅行案内などの展示 

により、鉄道網の発達に対する県民のまなざしにも触 

れます。 

・会 期：平成 30年４月 28日（土）～６月 17 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  

■  展覧会関連イベント  

～歴はく倶楽部「木の列車をつくろう」～ 

好きな色を塗ってお気に入りの列車をつくります。 

・日 時：平成 30年５月 27日（日） 

① 10：00～11：30  ②13：00～14：30 

・会 場：県立歴史博物館 ロビー   ・ 費 用：100 円 

・定 員：午前・午後各 25 名（当日受付・先着順）  

※小学４年生以下のお子様は要保護者同伴 

■  れきはくロビーコンサート  

午後のひととき、素敵な音色を聴きながら過ごしませんか。 

・出 演：兵庫県立姫路東高等学校ギター・マンドリン部 

・日 時：平成 30年４月 28日（土）14：00～ 

・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。 

」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

兵庫県子ども・子育て支援推進本部ニュース 第 142号 
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子ども未来通信４月号 
http://web.pref.hyogo.lg.jp/hw08/hw08_000000008.html 

 

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 

 

 

歴はく倶楽部「木の列車をつくろう」 
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「はじめての美術館―コレクションと友達になろう！タイムトラベル編」 
・日 時：５月３日(木・祝)午前 10時 30 分～午後０時 15分 

・会 場：レクチャールーム 

・対 象：小学生～高校生とその家族 

・参加費：200円程度 

※大学生以上は要観覧券 

※要事前申込（定員 こども 20 名とその家族） 

※こどものイベント係（Tel．078-262-0908） 

にお電話下さい。 

４月３日(火)午前 10 時より受付開始・先着順 

 

 

 

 

 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 

 

☆女性のための働き方セミナー「子育てママのマネープラン」☆ 

入学や進学など、子どもの成長につれて気になるのがお金のこと。なんとなく不安なまま

でいるより、ライフイベントに合わせたマネープランを考えてみませんか。 

働き方で変わる税金や社会保障制度についても、講師がわかりやすく説明します。 

◆ 日  時：平成 30年４月 19 日（木）10:00～12:00（申込締切 平成 30年４月 12日（木）） 

◆ 講 師：長谷川 まゆみ さん（特定社会保険労務士、ファイナンシャルプランナー）   

◆ 対 象：テーマに興味や関心のある女性      ◆ 受 講 料： 無料 

◆ 会 場：県立男女共同参画センター セミナー室 

◆ 一 時 保 育：あり（１歳半から就学前まで・要予約・無料・定員６名） 

◆ 申 込 方 法：所定の申込書（イーブンホームページから入手可能）に必要事項を記入の上、

FAX・郵送・持参またはお電話でセンター宛て申込み 

☆あなたの一歩を応援します☆平成 30 年度女性のためのチャレンジ相談☆ 

「働きたい」「起業に興味がある」「今の働き方を見直したい」「ライフプランを考えたい」

でも、誰に相談すればいいかわからない・・・さまざまな不安や悩みをお持ちの女性の皆さ

ん。「チャレンジ相談」では女性相談員が、個別にあなたのお話をじっくり聴いて、アドバイ

スや情報提供をします。 

◆ 相 談 日：原則毎月第１～第４木曜日（年数回 土曜日実施） 

  ※相談無料・一時保育有 

◆ 時  間：① 10:00～ ② 11:00～ ③ 12:00～ 

お一人 50 分・予約制 

※４月５日(木)のみ午後（①14:00～②15:00～③16:00～） 

◆ 相 談 方 法：面接または電話 

◆ 予約専用番号：０７８－３６０－８５５４ 

月 木曜日 土曜日 

4月 5※・12・19・26  

5月 10・17・24・31 26 

6月 7・14・21・28  

 

♪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♪ 

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 

 

 

http://www.hyogo-even.jp/
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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 

 パーツ同士を「つなぐ」おもちゃは、形が変わる

ので面白く、手や指をよく使い、集中して遊ぶこと

ができます。 

 おもちゃによって、接続する部分の形状が異なり、

切れ目同士を合わせて繋いだり、やわらかい素材で

編むように繋いだりと、繋ぎ方も様々です。 

 お子さんが、パーツ同士を繋ぐ事が「できた」と

いう、喜びを味わえば、ひたすら繋ぐことに熱中し

て遊ぶでしょう。 

 シンプルな形状のものであれば、繋ぐだけでなく、

繋いで形になったものを、何かに見立てて遊ぶよう

になるでしょう。 

 例えば、リングを繋げ、飲み物に見立てて遊んで

いたら、いつのまにかリングの色数だけ飲み物の種

類も増えていたり、コップからお皿に入れ物が変わ

ると、飲み物が麺類に変わったり、次々と湧く子ど

もの発想力に驚くことが、あるかもしれません。 

 時間があれば、既製品だけでなく、お子さんの興

味や発達に合わせて、面ファスナーやボタンで繋ぐ、

おもちゃを手作りしてもいいですね。 

 

 

 

●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 
 

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の制度や基準など  

乳幼児教育や保育に係る様々なご相談は、＃ 7350 に  

お電話してください。  

保育専門員が「知りたい」「聞きたい」にお答えします。 

◆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） 

◆Eメール  kodomoseisaku@pref.hyogo.lg.jp 

（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） 

 

mailto:kodomoseisaku@pref.hyogo.lg.jp

