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 人と自然の博物館では毎週土日および祝日を中心に夏休みやゴールデンウィークをはじ

め、春夏秋冬、観覧料だけで楽しめるイベントをたくさん企画しています。 

■  くるくるとぶタネ 
くるくるとぶタネの模型をつくって、みんなでとばしてみよう！ 

・日  時：平成 30年５月 19日（土）・５月 20日（日）13:30～14:00 

・場  所：県立 人と自然の博物館 1階展示室 

・定  員：20名   ・参加費：無料 

※ 当日 10:00から４階インフォメーションにて、参加申し込みの受け付けを開始。定員に

なり次第終了します。 

■  のぞいて！ホタル 

ホタルはどこにいるのかな？小さな箱の中に、光るホタルのすむ環境をつくろう！ 

・日  時：平成 30年５月 26日（土） 13:30～14:00 

・会  場：県立 人と自然の博物館 4階オープン・ラボ 

・定  員：20名   ・参加費：無料 

■  「さとやま」の中を歩こう  

博物館に近いブイブイの森（南公園）を散策します。 

・日  時：平成 30年５月 27日（日）13：00～15:00 

・会  場：県立 人と自然の博物館に集合 

・定  員：20名   ・参加費：無料 

※ 当日 10:00から４階インフォメーションにて、参加申し込みの受け付けを開始。定員に

なり次第終了します。 

※ 小学２年生以下は保護者同伴でご参加ください。歩いて山の中に入りますので、汚れて

も良い服装でおこしください。 

※ 雨天中止 
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問合せ先：兵庫県立 人と自然の博物館 

〒669-1546 兵庫県三田市弥生が丘６丁目  

TEL：079-559-2001 FAX：079-559-2007 http://www.hitohaku.jp/  
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■ 第 22期 「男女共同参画アドバイザー養成塾」の受講生の募集 

男女がともに、いつでも、どこでも、いきいきと生活できる社会（＝男女共同参画社会）の実

現をめざすための知識や手法を学び、地域で男女共同参画社会づくりを推進するリーダーを養成

するための講座の受講生を下記のとおり募集します。 

◆ 日   程：平成 30年６月 14 日(木)～12月 13 日(木)のうち 15日間(全 25回) 

◆ 内   容：前半は男女共同参画に関する基礎的な知識の講義、後半は合意形成力やプレゼン 

テーション等の実践力養成のワークショップを行います。 

◆ 対 象：県内在住・在勤・在学の男女   ◆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８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・持参でイーブン宛て申込み 

■ 女性のための働き方セミナー「シングルマザー応援セミナー」 

育児や仕事、生活のこと、シングルマザーならではの悩みを話してみませんか。 

先輩シングルマザーの講師から、生活や仕事に役立つ制度・知識を学んだり、同じ立場の人

同士で知恵や経験を分かちあったり、気軽に会話ができる少人数のセミナーです。 

◆ 日 時：平成 30 年６月 16日（土）10:00～12:00  

◆ 対象・定員：シングルマザーまたはシングルマザーになることを考えている女性８名（先着順） 

◆ 受 講 料：無料   

◆ 会 場: 県立男女共同参画センター セミナー室 

◆ 講 師：中野 冬美さん（ひとり親家庭相談員、キャリアコンサルタント） 

◆ 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） 

       ※１歳半未満のお子様は、抱っこやベビーカーで同席してご参加いただけます。 

◆ 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・持参でイーブン宛て申込み 

 
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 

 

http://www.hyogo-even.jp/
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◆ 美 術 館 探 検 2 0 1 8 

 

 あまり知られていない美術館の場所をスタッフともに  

探検・発見していくツアーです。 

・日 時：６月９日(土)10:30～12:15 

・対 象：小学校３年生以上～高校生 

・参 加 費：100円程度                     

・募集人数：20名（要事前申込） 

 

※５月９日(水)午前 10 時より受付開始・先着順 

※こどものイベント係（Tel．078-262-0908） 

にお電話下さい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 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 

 

 

 

 

 

 

◆ 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 

 

 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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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 
（ふるさとひょうご寄附金）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 

 

皆さんは、どのような場所で、お子さんと一緒に、

お絵かきを楽しんでいますか？ 

机の上だけでなく、「お風呂場」では、湯気でくも

った鏡に描く、「公園」では、砂の上に描くなど、様々

な場所でお絵かきができますね。 

おもちゃの中には、手や周りを汚すことがないため、

場所を問わず使えるものがあります。例えば、水を利

用して描くシートは、「床」に敷いて使用できるので、

小さいお子さんでもお絵かきが楽しめます。 

また、磁石を利用したボードは、持ち運びしやすい

ため、「外出先」の待ち時間や、お子さんのグズリ対

策に便利です。汚れが落ちやすく、「コンクリート」

に描ける専用のチョークや、「窓ガラス」や「お風呂

場」専用のクレヨン等、ユニークな画材もあります。 

色々な場所でのお絵かきは、いつもより親子の会話

がはずみ、新たな発見があるかもしれません。 

 

お子さんと一緒に、楽しく自由にのびのびと表現 

活動ができる場所や、機会をつくりたいですね。 

 

 

 

 

●内容は？ 

ご寄附をもとに、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 千円の負担で、所得税・住民税から
一定の税控除が可能です。 

(ふるさと納税制度) 

●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

