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ひょうごフォーラム「女と時代－『森瑤子の帽子』にみる主婦の
孤独・働く女の葛藤」の参加者を募集しています！ 
 
男女共同参画センターでは、男女がともに、いつでも、どこでも、いきいきと生活できる男女共同参
画社会を目指し、多様なセミナーを開催しています。このたび、男女共同参画週間記念事業として、み
だしのフォーラムを開催します。 
森瑤子は、1978 年「情事」で、華々しく文壇デビューを果たし、1993 年に没するまでの短い期間に

100 冊を超える著作を著しました。女性の多様な生き方が志向されたこの時代を、森瑤子はその豪奢な
帽子の奥からどのように眺めたのか。綿密な取材とインタビューで女性の憧れをイキイキと描き出した
島﨑今日子さんをお迎えし、ジェンダーの視点から日本女性の生き様の変容をお聞きします。 
 
・日時： 令和元年７月４日（木）13:30～15:30 

・場所： 神戸クリスタルホール（神戸クリスタルタワー３F） 

※ ＪＲ神戸駅からハーバーランド方面へ徒歩３分 

・定員： 280 人（先着順） 

・参加費：無料 

・主催： 兵庫県立男女共同参画センター、ひょうご女性の活躍推進会議 

 
 
 
  

兵庫県子ども・子育て支援推進本部ニュース 第１５６号 

         

  

令和元年（２０１９年)６月 

ひょうご 

６月号 
http://web.pref.hyogo.lg.jp/hw08/hw08_000000008.html 

 

第１回県・市町子ども・子育て支援協働会議を開催しました 

5月 20日（月）、兵庫県民会館において、市町、県民局・県民センター、県関係課が一堂
に会し、少子対策・子育て支援施策の推進の相互の連携を図るため、｢平成 30 年度第１回
県・市町子ども・子育て支援協働会議｣を開催しました。 
 第 1 部では、令和元年度の県の少子対策及び子ども・子育て支援等に関する施策・事業
を説明し、第 2 部では、先進的な取組みを行っている市町より最新の状況について事例発
表をしていただきました。 
 また、第 3部においては、各市町 11班に分かれ、各市町の子ども・子育て支援等の状況
について意見交換を実施しました。各市町、様々な意見が出され、活発な意見交換となり
ました。 

 

 

問合せ先：兵庫県健康福祉部こども政策課 

TEL:078-362-4183 

 

 
 

 

問い合わせ 兵庫県立男女共同参画センター・イーブン 

TEL 078-360-8550 FAX 078-360-8558 

※ 詳しくはイーブン・ホームページ（https://www.hyogo-even.jp）から 
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【但馬発】大学等との連携による「歌と遊びのつどい」が開催されます！ 

地域再生大作戦を活用して神戸学院大学が実施されている、やぶ♡（らぶ）プロジェクト２

０１９の一環として「親子と大学生の歌と遊びの集い」が開催されます。神戸学院大学の学

生と一緒に子育てについて話し合ってみませんか？子育ての苦労や喜び、地域への要望など、

学生方に意見をお聞かせください。ミニコンサートでゲストミュージシャンと一緒に歌い、

みんなで音楽を楽しもう！大学生と遊ぼう！何して遊ぶかは当日のお楽しみです♪ 

お申し込みは必要ありません。お誘いあわせの上、多数お越しください。 
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♫れきはくロビーコンサート♫ 
姫路ゆかりのアーティストがパフォーマンスを披露します。 

出演： 深江亮太（フルート）、松本光史（ピアノ） 

日時： ６月２２日（土）１４：００～   

会場： 県立歴史博物館 ロビー 

コンサートは無料でお聴きいただけます。 

 

☆歴はく倶楽部「 シンバルモンキーをつくろう 」☆ 
おさるさんがシンバルをたたきます。 

日時：６月２３日（日） 

①１０：００～１１：３０ 

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） 

小学校 4 年生以下のお子様は保護者同伴。 

 
 

♪こども向けワークショップ♪ 
特別展「印象派からその先へ̶世界に誇る吉野石膏コレクション」展関連企画 

7月6日（土） （時間未定） 

★吉野石膏コレクションに関する子供のイベントを開催します。詳しくは6月にＨＰにてお知らせいたします。 

対象：小学生以上 ※小学校2年生以下は保護者同伴必要 

定員：未定 参加費：あり 

＊保護者の方は観覧料1,100円（団体料金）が必要です。 

＊6月6日（木）朝10時より電話受付開始・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 
  

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 

 

 

 

 
 

ルノワール「シュザンヌ・アダン嬢の肖像」 
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◆ はかせと学ぼう！「化石を掘り出そう！」 

7 月 6 日（土） 

・ヘラやハケを使って、本物の化石を掘り出していき
ます。どんな化石が見つかるのかはお楽しみです。
掘り出した化石はお持ち帰りできます。 
【場所】４階 オープン・ラボ 
【定員】各回先着１５名（参加費５００円） 
【時間】第１回１３：００～１３：５０ 

第２回１４：００～１４：５０ 
第３回１５：００～１５：５０ 

【受付】１０：００から 4 階インフォメーション
にて受付開始 

※5 歳以上～小学校 2 年生以下は保護者同伴 

◆ ３つの小さな葉の植物を観察しよう 

７月７日（日） 

・深田公園に出て、３つの小さな葉をもつ植物をさが
して観察します。 
【時間】１３：３０～（所要時間約 1 時間） 
【場所】４階 実験セミナー室、深田公園 
【定員】１０名(参加費無料) 
【受付】当日１３：２０から４階実験セミナー室前  
【推奨年齢】小学 3 年から小学 6 年生 
※ 推奨年齢の子どもたちを優先します。また、

推奨年齢以外の参加はご遠慮いただくこと
があります。 

◆ ひとはく探検隊「アリをさがそう」 

７月７日（日） 

・こんなところにアリ発見！ 
  【時間】１３：００～（所要時間約 1 時間） 
  【場所】４階 ひとはくサロンに集合 
  【定員】２０名（参加費無料） 
  【受付】当日１０：００から 4 階インフォメーシ

ョンにて受付開始   
    ※定員になり次第終了します。 

◆ はねる生きもののおもちゃをつくろう！ 

７月７日（日） 
・紙パックや輪ゴムなどをつかって、はねる生きものの

おもちゃを作ります。 
  【時間】１５：１５～１６：００ 

【場所】４階大セミナー室 
  【定員】３０名（参加費無料） 

【受付】１５：0５から 4 階実習室前で受付開始 
  【推奨年齢】幼児から小学校低学年 

※ 推奨年齢の子どもたちを優先します。また、
推奨齢以外の参加はご遠慮いただくことがあ
ります。 

◆ キッピー山からこんにちは：虫のお絵かき 

７月７日（日） 
・昆虫の標本や生体を見ながら、自由にお絵かきしまし

ょう。 
【時間】１３：００～１６：００ 
【場所】４階 大セミナー室 
【定員】なし（参加費無料） 
【推奨年齢】幼児から小学校低学年 
※ 推奨年齢の子どもたちを優先します。また、 

推奨年齢以外の参加はご遠慮いただくことが
あります。 

◆ コオロギの赤ちゃんをみつけよう 

７月７日（日） 

・生まれたてのコオロギの赤ちゃんをつかまえましょう。 

育て方も教えてもらおう。 
【時間】１０：３０～１１：３０ 
【場所】４階 大セミナー室、深田公園 
【定員】５０名（参加費無料） 
【受付】１０：２０から 4 階大セミナー室前で受付

開始 
【推奨年齢】幼児から小学校低学年 
※ 推奨年齢の子どもたちを優先します。また、

推奨年齢以外の参加はご遠慮いただくことが
あります。 

◆ いろいろなダンゴムシ 

  ７月２７日(土) 
・いろいろなダンゴムシを観察します。 

【時間】１４：００～１５：００   
【場所】４階 ひとはくサロン 
【定員】なし（参加費無料） 

 

 

 

 

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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■ 育休復帰応援セミナーセミナー「育休復帰後のライフプラン」 
育休中の方、将来的に育休を取得して働き続けたいと考えている方を対象に、すごろく

を使ったワークショップで社会保険や年金などを知り、共働きかどうか、フルタイムかパ
ートか、などの場合を比べて、これからのライフプランについて考えるセミナーです。 

日 時 令和元年７月３日（水）１０：００～１２：００  

受講料 無料  会 場 県立男女共同参画センター セミナー室  

定 員 １０名(組) ※１人での参加、パートナーとの参加、どちらでも参加いただけます 
講 師 大津 恵美子さん（スマイルサポート大津 代表、社会保険労務士） 
締 切 ６月２１日１２：００必着（申し込み多数の場合は抽選） 
一時保育 あり・無料・定員６名（１歳半から就学前まで、要予約） 
※１歳未満のお子様は、抱っこやベビーカーで同席してご参加いただけます 
 
■ 女性のための働き方セミナー 

「ストレス対処法～ストレスと上手に付き合う方法を学ぶ～」 
忙しい生活を送っている中で、思うように物事が進まずイライラする経験はありません

か？ストレスを抱えていると自分らしさを見失いがちです。ベストな自分でいるために、
自身のストレスの要因に気づき、適切な対処法を知ることで、ストレスを軽減するコツを
発見しませんか。 

日 時 令和元年７月２日（火）１０：００～１２：００  

受講料 無料  会 場 県立男女共同参画センター セミナー室  

定 員 働いている女性または就職活動中の女性 10 名（申込多数の場合は抽選） 
講 師 上芝 美恵さん（ソフィアサポート代表、産業カウンセラー） 
一時保育 あり・無料・定員６名（１歳半から就学前まで、要予約） 
      
■ 働く女性のためのステップアップセミナー 

「プレゼンテーション技術を磨く！」 
営業、企画、会議など様々な場面では「プレゼンテーション」が必要です。どんな場面

においても、相手に強く訴え、納得を引き出せる“伝わるプレゼンテーション”のやり方、
考え方を学び、プレゼンスキルの向上を目指しましょう。 

日 時 令和元年７月 19 日（金）１０：００～１２：００  

受講料 無料  会 場 県立男女共同参画センター セミナー室  

定 員 県内在勤・在住の働く女性、産休・育休中の女性 20 名（申込多数の場合抽選） 

講 師 船越伴子さん（（株）ヒューマンラボ取締役、経営コンサルタント） 

一時保育 あり・無料・定員６名（１歳半から就学前まで、要予約） 
 

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、

郵送・ＦＡＸ・持参、または電話でセンター宛てお申し込み下さい 

 

  

申込先：兵庫県立男女共同参画センター（イーブン） （ＨＰ）https://hyogo-even.jp 

〒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 
TEL：078-360-8550  FAX：078-360-8558 
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問い合わせ・キャッチフレーズ応募先 
（公財）兵庫県勤労福祉協会 ひょうご仕事と生活センター  

〒650-0011 神戸市中央区下山手通 6-3-28 兵庫県中央労働センター１階 

TEL：078-381-5277 FAX：078-381-5288 E-mail：info@hyogo-wlb.jp 

URL：https://www.hyogo-wlb.jp/   

 

 

 

■ワーク・ライフ・バランスの取組を促進するキャッチフレーズ募集中！ 

 ワーク・ライフ・バランスの一層の普及を図り、県内企業・事業所での 

取組を促進するためのキャッチフレーズを募集します。 

 【募集テーマ】 

 長時間労働の是正をはじめとする働き方改革を進め 

ワーク・ライフ・バランスの取組を促進するキャッチフレーズ 

 

・応募資格：兵庫県在住、在勤、在学の方 

・応募方法   

応募用紙の郵送・ＦＡＸ、はがき、電子メールに必要事項を記入して 

ご応募ください。QRコードからオンラインフォームでのご応募もできます。 

なお、応募は１人５作品以内で未発表の自作のものに限ります。 

※ 応募用紙はホームページからダウンロードできます。 

詳しくはホームページに掲載の募集要項をご覧ください。 

・審査及び表彰 

 厳正な審査のうえ、入賞作品は当センターホームページ上で発表いたします。 

◆ グランプリ  （兵庫県雇用対策三者会議賞：3万円）    １点 

◆ 準グランプリ （兵庫労働局長賞・働き方改革賞：1 万円）  １点 

◆ 佳   作  （ひょうご仕事と生活センター長賞：5千円） ２点 

受賞作品は、11 月に開催する「ワーク・ライフ・バランスフェスタ」（仮称）において表彰

予定です。 

 

■中小企業育児・介護等離職者雇用助成金の対象を拡大しました 

 前職を結婚、配偶者の転勤、妊娠、出産、育児、介護で離職した人を雇用した中小

企業の事業主へ助成を行っています。 

このたび、より多様な働き方に対応するため、対象労働者の雇用形態を拡大しまし

た。 

【新たに支給対象となった雇用形態】 

 ●雇用形態：非正社員（フルタイム勤務以外（社会保険被保険者に限る）） 

 ●支給額：10万円／人 

  

この他にも、「仕事と生活の調和推進環境整備支援助成金」、「中小企業育児・介護代

替要員確保支援助成金」があります。詳しくは、ホームページでご確認ください。 

 

 

 

 

 

 

 

あなたの作品が 
カレンダーやポス
ターになります！ 

ひょうご仕事と生活センターでは、県内企業・団体のワーク・ライフ・バランスの取組

を推進するため、様々な事業を実施しています。 

 締切：8/2（金） 

2019 年卓上カレンダー 

 
ＱＲコード 

 

 

ひょうご仕事と生活センターからのお知らせ 
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 外遊びが気持ち良い季節になりましたね。自然に触

れながら、思い切り体を動かしたり、遊んだり、家族

で気軽にアウトドアを楽しんでみませんか？ 

県内には、地域のグループやNPOが運営している、野

外の自由な遊び場「子どもの冒険ひろば」があります。

木々を利用したハンモック、山の傾斜を利用したすべ

り台など、開催されている場所の特性を活かした遊び

が人気です。 

「自分の責任で自由に遊ぶ」ことが原則ですが、プレ

ーワーカーやプレーリーダーが在中し、遊びや活動を

サポートしてくれます。アウトドアが苦手な親子には

心強いですね。 

広場によって、釘や金槌など道具を自由に使って工

作ができる場を提供したり、クッキングや小さいお子

さんも楽しめるシャボン玉を用意したり、工夫されて

います。 

「危ない！やめなさい！」と、子どもに言いたくなる

時もあるでしょう。もちろん安全には配慮し、親は子

ども達が伸び伸びと活動できるよう、上手く見守りた

いですね。 

 

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 

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） 

メ ル  k d k f h l  

 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 

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 
 
 
 
 

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

 

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 

 

mailto:kodomoseisaku@pref.hyogo.lg.jp

