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兵庫県子ども・子育て支援推進本部ニュース 第 1６９号 

号         

  

令和２年（２０２０年）７月 

ひょうご 

子ども未来通信７月号 
http://web.pref.hyogo.lg.jp/hw08/hw08_000000008.html 

 

兵庫県では、家族のきずなを深める「家族の日」運動の一環として、家族の写真を募集して 

います。あなたが想うあなただけの家族の写真をお待ちしております★ 

 今年度からはインスタグラム部門を開設します。ぜひお気軽に 

ご応募ください！ 

募集期間：令和２年７月１日（水）～９月３０日（水） 

 

詳細は兵庫県ホームページから「家族の日写真コンクール」で 

検索もしくは、QRコードからアクセスしてください。 

第 13 回(令和２年度)「家族の日」写真コンクール 作品募集中 

問合わせ先：兵庫県企画県民部女性青少年局男女家庭課 

      〒650－8567 神戸市中央区下山手通 5-10-1   

電話：078-362-7711(内線 2798) 

令和元年度兵庫県知事賞受賞作品 

ＱＲコード 

 

「対戦中 ひ孫とオセロ おばあちゃん」 

 

 

 

 ６月５日（金）に兵庫県公館で「第 24 回子ども・子育て会議」が開催されました。 

会議の冒頭、金澤副知事が「新型コロナウイルス感染症の影響がある中でも、子どもや

子育て家庭がより幸せになれるような新しいライフスタイル、子育てのあり方を見出し

ていかなければならない。人口減少や若い世代の県外流出が続いているが、長期的な視

点を持ちながら、誰もが安心して子育てできる環境づくりについて粘り強く取り組んで

いく。」と述べられました。 

会議では、「令和２年度の子ども・子育て支援の推進」や 

「新型コロナウイルス感染拡大防止の対応状況」について 

活発な意見交換が行われました。 

県では、これらの意見や提言等を踏まえながら、 

令和２年度の施策を展開していきます。 

 問合わせ先：兵庫県健康福祉部こども政策課 

TEL：078-362-4232 
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■県立歴史博物館特別展「驚異と怪異―モンスターたちは告げる―」開催中です 
 
特別展「驚異と怪異―モンスターたちは告げる―」は会期を変更して開催しています。 

人魚、竜、怪鳥、一角獣など、さまざまな世界の想像上の生き物について紹介します。 
 
会 期：令和 2 年（2020）6 月 23 日（火）～ 8 月 16 日（日） 
休館日：月曜日  

《8 月 10 日（月・祝）は開館、8 月 11 日（火）は休館》 
 

※ご来館のみなさまには、新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、 

マスクの着用や入館時の検温、連絡先の提供などにご協力をお願いします。  

 

詳しくは、兵庫県立歴史博物館ホームページをご覧ください。 

http://www.hyogo-c.ed.jp/~rekihaku-bo/ 

 

※特別展「驚異と怪異―モンスターたちは告げる―」公式 twitter を始めました。

@kyouikaii_hyogo  

展示の裏側や、資料の解説について発信しています。 

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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■ 女性のための働き方セミナー「働く人のアンガーマネジメント」 

誰にでもある怒り・イライラの感情(アンガー)と上手につきあう方法を学びませんか。 

自分の「怒り」のクセについて理解し、対処法を身につけましょう。感情が高まって他人や自分を傷

つけないよう怒りをコントロールし、働く場でよりよい人間関係につなげましょう！ 

日 時 令和２年７月１6 日（木）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 再就職または継続就業をめざす女性 ８名 

講 師 梶原 由美 さん 

（日本アンガーマネジメント協会ファシリテーター、産業カウンセラー、精神保健福祉士） 

※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） 
 

■ 個別業種セミナー「介護の職場でステップアップ！」 

専門知識と技能が求められる介護施設等の職場でステップアップを目指すための講座です。介護

の職場には介護職やケアマネージャー、介護支援専門員など様々な職種があることを知り、介護の

職場でステップアップを目指しましょう。 

日 時 令和２年 7 月２８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 20 名 

講 師 船越 綾子 さん（介護老人保健施設ハーモニー 主任介護支援専門員） 

※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） 
 

■ 女性のための再就職１日集中講座 

「就職活動に必須のビジネスマナーから面接対策までお伝えします!!」 

「そろそろ就職活動をしたい」でも「ブランクが長くてビジネスマナーに自信がない」「アドバイ

スが欲しい」などと悩んでいる方は多いのでは…。このセミナーでは就職活動の進め方のコツ、応募

書類の正しい書き方、また就職活動におけるビジネスマナーの基礎までを学びます。 

日 時 令和２年 7 月 2９日（水）10：00～1６：00  

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 再就職を希望する女性 1５名（先着順） 

講 師 佐々木 優子 さん（ルーセントライフネス(株)所属講師 秘書技能検定準１級） 

※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） 

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) https://www.hyogo-even.jp  
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■ 起業・在宅ワーク応援セミナー 

「ネットショップにチャレンジ！～ネットショップ開業への準備を始めましょう～」 

「副業として、ネットショップに興味があるけど、何から始めていいのかわからない」など、疑問

や不安を抱いている方も多いのでは…。このセミナーでは、受講生同士で意見交換しながら、ネット

ショップを始めるのに必要な準備や基礎知識、購入していただけるネットショップづくりのコツを

学びます。 

日 時  令和 2 年 7 月 30 日（木）13:30～15:30 

      「ネットショップ開業のための基礎を学ぼう」 

      令和 2 年 8 月 3 日（月）13:30～15:30 

      「選ばれるネットショップを作ろう」 

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  県内在住、在勤で起業を目指す方 20 名 

講 師  宇田 名保美 さん（IT コーディネータ、１級販売士、ADU 株式会社代表） 

応募締切 ７月 21 日（火）１３：００（応募者多数の場合は抽選） 

※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） 

 

■ 再就職のためのパソコン講座～改めて学ぼう！ワード・エクセル・パワーポイント～ 

「再就職をめざしている」、「育児休業中で職場復帰を控えている」、でも長い間パソコンを使って

いないので不安…、そんな方を対象にした講座です。 

日 時  ワード１      7/17,20,21,22（9:30～12:00） 

     エクセル１    7/17,20,21,22（13:30～16:00） 

     エクセル２    7/27,28,29,31（9:30～12:00） 

     パワーポイント１ 7/27,28,29,31（13:30～16:00） 

対 象  ・子育てや介護などのために退職し再就職をめざしている方、 

      又は育児休業中で職場復帰を控えている方 

     ・ワード、エクセルを仕事などで使用したことのある方 

     （簡単な文書作成や表入力ができる方） 

     ・全日程（４日間とも）出席できる方 

定 員  各コース１０名 

場 所  県立男女共同参画センター講習室（ＪＲ神戸駅徒歩 3 分） 

受講料  無料（テキスト代など実費負担あり） 

     ※受講できるのは、４コースのうち、いずれか１つのみです。 

      （申し込みは、第２希望まで可） 

応募締切 ７月９日（木）１３：００（応募者多数の場合は抽選） 

※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） 

 
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) https://www.hyogo-even.jp  
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■ 育休復帰応援セミナー「すごろくゲーム」で楽しく学ぶ 育休復帰後のライフプラン 

「将来子育てしながら、仕事を続けることができるかな？」「職場復帰を考えているけれど、どんな働き方が

あるのだろう？」「この先、子育てや老後にどれくらいお金は必要なの？」などと不安を持っていませんか？ 

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の制度を知り、共働きかどうか、フルタイムかパート

タイムか、などの場合を比べて、これからのライフプランについて一緒に考えましょう。 

日 時   ７月２７日（月）10:00～12:00 

会 場   県立男女参画センターセミナー室（神戸クリスタルタワー7 階） 

講 師   大津 恵美子 さん（スマイルポート大津代表 ファイナンシャルプランナー 

                社会保険労務士 キャリアコンサルタント） 

対 象   産休・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 

定 員   10 名（組）（応募者多数の場合は抽選）  

※パートナーといっしょにご参加いただくこともできます。 

受講料   無料 

応募締切  ７月 20 日（月）１３：００ 

一時保育  無料・要予約（１歳半～就学前のお子さん） 

      ※１歳半未満のお子さんは、抱っこやベビーカーで同席可能です。 

 

■ 育休復帰応援セミナー「自分で見つける！育休復帰後の上手な時間の使い方」 

「職場復帰が近づいてくるけれど、仕事と育児の両立ができるかな？」「早く帰ることに負い目を感じてしま

いそう・・・」 育児、仕事、家事、介護…など、「時間」がいくらあっても足りず、生活にゆとりがなくなり

そう…、そんな不安を感じていませんか？ 

自身も働きながら子育てをした経験のある講師が、現在運営している学童型放課後子どもコミュニティーで、

まさに、いま、実際に「育児」をしながら「仕事」に取り組んでいる先輩ママたちのリアルな声やアドバイス

をたくさん紹介します！実態を踏まえた「生」の声を基に、復帰後の生活を具体的にイメージしながら、「私

らしい時間の使い方」について考えてみませんか！ 

日 時   ８月５日（水）10:00～12:00 

会 場   県立男女参画センターセミナー室（神戸クリスタルタワー7 階） 

講 師   森本 紀子 さん（NPO 法人 夢コネクト理事長 キャリアコンサルタント） 

対 象   産休・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 

定 員   10 名（組）（応募者多数の場合は抽選） 

      ※パートナーといっしょにご参加いただくこともできます。 

受講料   無料 

応募締切  ７月 29 日（水）１３：００ 

一時保育  無料・要予約（１歳半～就学前のお子さん） 

※１歳半未満のお子さんは、抱っこやベビーカーで同席可能です。 

 

♦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、 

電子申請、郵送・ＦＡＸ等でセンター宛てお申し込み下さい 

 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) https://www.hyogo-even.jp  
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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/ 

 

 

◆ チビゲンゴロウをみつけよう 

７月５日（日） 

【時間】１０：３０～１１：３０ 

【場所】４階 実習室・深田公園 

【定員】５０名（参加費：無料） 

【受付】当日１０：２０から４階実習室前に

て受付開始 

【推奨年齢】幼児から小学校低学年 

※定員のあるものは、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。 

 

◆ 星・宇宙へのとびら ～夏の星座案内～ 

７月１２日（日） 

・夏の星座案内や天文関係のトピックスを、ク

イズを交えて紹介します。 

  【時間】１４：００～１５：００ 

  【場所】３階 アースシアター 

  【定員】５０名（参加費：無料） 

   

◆ さんだでみられる身近な花とレアな花 

  ７月１９日(日) 

・深田公園で見られる身近な植物と、ジーンフ

ァームで生育している絶滅危惧種の両方につ

いて観察します。①比較的涼しい午前中に深

田公園を散策し、野草の花を観察します。②

午後からはピロティにおいてジーンファーム

で栽培している絶滅危惧種について展示解説

を行います。 

  【時間】①１１：００～１１：３０ 

      ②１３：００～１３：３０ 

  【場所】①深田公園 

②１階出入口付近 

  【定員】各回２０名（参加費：無料） 
   

◆ 花工房 

 ７月 1９日（日） 

・押し花を自分の好きな形にならべて、かわいい

しおりをつくります。 

【時間】１２：００～１５：００ 

【場所】４階 ひとはくサロン 

【定員】材料がなくなり次第終了します。 

   （参加費：１００円） 

 

 

◆ 竹の水鉄砲づくり 

 ７月２５日（土） 

・自然の竹を利用して水鉄砲を手作りします。作

ったあとは、屋外で水を飛ばして、まとあて遊

びをします。 

【時間】１３：００～１５：００ 

【場所】４階 実習室 

【定員】３０名（参加費３００円） 

【受付】１２：５０から 4 階実習室前で受付

開始 

 

◆ ひとはく探検隊 

「水辺のいきものを捕ろう」 

７月２６日（日） 

・深田公園のビオトープで生き物を捕って観察し

よう！ 

【時間】１３：３０～（所要時間約３０分） 

【場所】１階出入口付近に集合 

【定員】５組（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。 

※ 新型コロナウイルスの影響により、予定が変更になる場合がありますので、事前に 

HP 等でのご確認をお願いいたします。 
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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 

 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 

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） 

 
 
 

 

物語の怖さから涼を感じる怪談話は、夏によく見

聞きしますが、子ども達のまわりには「おばけ」

をテーマにしたものが、季節に関係なく溢れてい

ます。 

我が家の場合、親子で最初にであった「おばけ」

は、赤ちゃん向けの絵本でした。絵本に登場する

「おばけ」は多く、ユニークなものから、おどろ

おどろしいものまで実に様々です。 

お子さんが少し大きくなると、「おばけ」に関連

するわらべ歌や童謡を歌う、行事で仮装をする、

といった機会もあるでしょう。暗闇を怖がるよう

になるお子さんもいるので、そんな時は安心させ

てあげてくださいね。 

おもちゃの中では、「おばけ」をモチーフにした

すごろくや、引いたカードと同じアイテムを早取

りするボードゲームが人気です。 

また、「おばけ」の伝承折り紙や、「おばけ」に

照明が当たるように配置するパズルなど、お子さ

んが一人で取り組めるものもあります。 

この夏、お気に入りの「おばけ」を親子一緒に探

してみませんか？ 

 

 

 

 

 

    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 
●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。 

●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(TEL078-362-4183) 

●返礼品は？ 

 5 万円以上のご寄附をいただいた兵庫県外在住の個人の
方には、返礼品として、兵庫県の企業によるお子様向け
グッズ及び「県立施設共通招待券」を送付いたします。 

 

ひょうご 孫ギフト で検索！ 

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、アドレ
ス(kodomoseisaku@pref.hyogo.lg.jp)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） 
 
 

 

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 

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 

mailto:kodomoseisaku@pref.hyogo.lg.jp

