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県内の体 験イベント情 報

この情報は4月15日現在のものです。新型コロナウイルス感染症の
状況により内容等が変更になる場合があります。最新情報は へ。

お出掛けの際は下記に
ご協力ください。
身体的距離の確保
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詳しくは

ホームページに
掲載しています

特別企画展

【淡路編】

だ～？

画・もぐら

ひとはく

円山川カヌー体験Day

5月29日㊏、30日㊐、6月5日㊏、6日
㊐10時〜11時、13時〜14時
梅園に実った梅を収穫します。加工レ
シピも配布。
兵庫楽農生活センター（神戸市西区）
各回40人（先着）
1㌔当たり600円
5月17日㊊9時から受け付け開始。
または直接同センターへ
078（965）2651
078（965）2653

私は今月の

円山川公苑

梅の収穫体験

県民だよりを

5月3日㊊㊗、4日㊋㊗、6月6日㊐9時
30分〜16時
各種カヌーやカヤック、
スタンドアップ
パドルに自由に乗れるイベント。初心
者や中級者向けのレッスンも。
小学生以上（小学生は保護者同伴）
県立円山川公苑（豊岡市）
各日150人（先着）
大人1,300円、小
中学生800円
で同苑へ
0796（28）3085
0796（28）3087

但馬が
見たかどうか
聞いとんじゃいー

レクション）

5月9日㊐13時〜16時
「川にすむ水生昆虫」
をテーマに、普段
は収蔵している貴重な標本を陳列し、
研究員が詳しく解説します。
県立人と自然の博物館（三田市）
大人200円、大学生150円、70歳以
上100円、高校生以下無料（入館料）
同館
079（559）2001
079（559）2007

見ました

兵庫県立歴史博物館

標本のミカタ～コレクション
から新しい発見を生み出す～

ってことか

4月24日㊏〜６月20日㊐10時〜17
時※月曜休館
（5月3日㊊㊗は開館）
関西ゆかりの地域産業や百貨店、映画館
など、明治から昭和にかけての多彩な広
告やポスター等を展示。
県立歴史博物館（姫路市）
大 人 5 0 0 円 、大 学 生
350円、70歳以上250円、
高校生以下無料（入館料）
同館
ポスター
（神戸 み
なとの祭） 1936
079
（288）
9011
年 兵庫県立歴史
079
（288）
9013
博物館蔵（入江コ

2人まで有効 ※他の割引との併用不可 ※コピー不可

そうですか

広告と近代のくらし

本券を窓口で提示すると、観覧料金から100円引き
（70歳以上は50円引き）となります。※本券1枚で

今月の県民だより
見ただ～？

兵庫 フラワーセンター

割

4月24日㊏〜６月20日㊐

収蔵資料スペシャル企画

5月1日㊏〜５日㊌㊗10時〜17時
友愛の道にブースがずらりと並び、布
小物やアクセサリーなど作家自慢の手
作り雑貨や作品を展示販売。
県立フラワーセンター（加西市）
一般500円、70歳以上250円、高校
生以下無料（入園料）
同センター
0790（47）1182
0790（47）1561

体温測定・健康チェック

広告と近代のくらし

割引券

クラフトフェスタ2021

マスクの着用

県立歴史博物館 特別企画展

観覧料

？

手洗い・手指消毒

MAY
月 火 水 木 金 土 日

楽農生活センター

県立美術館で開催中の特別展では、○○○○○のコシノヒロコさんの作品を展示し
ています。○の中に入る言葉をA〜Cから選んでください。
（ヒントは2〜3面）

🅒🅒トレーナー

今 月のプレゼント

プレゼントの 応 募 先 はこ ちら

❶よみはなドーナツ5個セット…5人
小 野 市の障 害 福 祉 事 業 所「 宿 花（よみは

な）」の人気商品。同市で最初に栽培され

た小麦「ふくほのか」を主原料に、地元産

の卵をふんだんに使った生地を、油を使わ

ずじっくり焼き上げたドーナツです。１個
130円。

NPO法人兵庫セルプセンター
078（414）7311
078（414）7312

❷4面で紹介のフルーツジャム…3人

※当選発表は発送をもって代えさせていただきます。また、感想は紙
面下の「読者の声」コーナーで紹介させていただく場合があります。ご
提供いただく個人情報は今後の紙面作りの参考にさせていただくほか、
プレゼントの送付とそれに係る業務に利用します（ はＮPO法人兵
庫セルプセンター、 は大坪だんだんファームから直接発送します）

クイズの答え、希望するプレゼ
ント（番号と名前）、住所、氏名、
電話番号、今月号の感想を5月
14日㊎（消印有効）までに 〒
650-8567（住所不要） 078
（ 3 6 2 ）3 9 0 3
dayori@
koho.pref.hyogo.lg.jpで県
広報戦略課「県民だよりプレゼ
ントクイズ」係へ。
こちらからも
プレゼントに
応募できます

淡路の「○○だ〜？」は
標準語の「○○だろ？」
という意味で使われる

🅑🅑プランナー

淡路の言葉は
兵庫の中でも
個性的やから
しゃーない

🅐🅐デザイナー

解説
国生みの淡路島は、実は最先端の文化で織

り成された土地。古代は大陸と都を結ぶ重

要拠点。平安時代は豊かな食を求めて朝廷

4月4日
放送の

県の情報・魅力を
発信しています

全ての人が持てる力を発揮して活動できる社

会を目指す「ユニバーサル社会づくり」を露
の紫さんがリポート。障害のある人のアドバ

毎週日曜 8 時 30 分～9 時
サンテレビで放送中
再放送：月曜18時～18時30分

県の取り組みや地域のホットな話題、今地域で輝いている人を紹介！
兵庫県の番組ならではのディープな話題が盛りだくさんの30 分！

さわやか提案箱

「ひょうご発信 ! 」では…

過去の放送動画はこちらから
ひょうご発信 サンテレビ

イスで誰もがより利用しやすくなった施設の
ほか、言葉以外の方法でコミュニケーション

を取る飲食店、車椅子のままマリンスポーツ
を楽しめる活動などを紹介しました。

県政へのご意見・ご質問をお受けします。 兵庫県 さわやか提案箱

や皇室がしょっちゅう来た。明治時代には

日本経済をけん引する鐘紡が新拠点として
大開発。そして橋が架かった近年は、移住

先として大注目。よく「敬語がない」と言わ

れる方言も、実は新しい文化をフラットに受

け入れる、気さくな人柄の表れなのかも!
あなたの「あるある」投稿してく
ださい。
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情報掲示板
催し

〈催し〉

ひょうごで働こう！
WEB合同企業説明会

県内の企業54社が参加し、
Zoomで自宅から入場でき
る 合 同 説 明 会 。就 活 セミ
ナーも同時開催。入退場自
由。無料。
令和4年3月卒業予定の
大学院生、大学生、短大生、
専門学校生、
おおむね既卒3
年以内の人
5月29日㊏11：00～16：30
㈱ ダ イネンヒュ ー マン
plus
079
（281）
3911
079
（281）
3303
兵庫県 WEB合同企業説明会

ひょうご環境体験館
リニューアル記念イベント

県立大学名誉教授、熊谷哲
さんによる西播磨の自然に
ついての講演や、
メダカのコ
タロー劇団によるパフォーマ
ンスショーなど。
無料。
5月16日㊐13：30～15：30
同館
（佐用町）
5月7日㊎までに で同
館へ
0791
（58）
2065
0791
（58）
2069
ひょうご環境体験館

募集

〈募集〉

総合衛生学院介護福祉学科
オープンキャンパスの参加者

校舎の案内のほか、同学科
の特 徴やカリキュラム、奨
学金制度などの説明を行い
ます。
5月16日㊐、6月12日㊏
13：30～15：00
同学院中山手分校（神戸
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この情報は
4月15日現在の
ものです。

詳しくはホームページ
に掲載しています

市中央区）
各開催日直前の金曜ま
でに必要事項を
で同
学科へ
078（361）4001
078（361）2555
総合衛生学院介護福祉学科オープンキャンパス

県立障害者高等技術専門学
院オープンキャンパス（知的
障害者対象科）の参加者

訓練内容や就職状況、入試
スケジュールなどの説明と
施設の見学。
希望者はパソコ
ン操作と小物制作の体験実
習もできます。
5月29日㊏9：20～11：20
同学院（神戸市西区）
20人（先着）
5月6日㊍～26日㊌に
必要事項を
で同学院へ
〒651-2134 神戸市西
区曙町1070
078（927）3230
078（928）5512
障害者高等技術専門学院オープンキャンパス

県営住宅の入居者

収入や困窮要件など申し込
み資格あり。
申込書は5月17
日㊊から市・区役所、町役
場、各県営住宅管理事務所
で配布。
5月24日㊊～28日㊎（消
印有効）に所定の申込書を
で各管理事務所へ
県住宅供給公社
078（232）9585
078（232）9581
兵庫県住宅供給公社

ひょうごユニバーサル社会
づくり賞

ユニバーサル社会の実現に
向けた取り組みを普及させ
るため、
先導的な活動を顕彰
します。
ユニバーサル社会づくりを

3（ 2021 ）年
Hyogo 令和
5 月号

県民モニター募集中

最新の情報
については
事前に へ

推進する活動に取り組む県内
在住または県内に活動拠点を
置く個人、
団体、
企業。
5月14日㊎までに所定
の応募用紙を
で県ユ
ニバーサル推進課へ
〒650-8567（住所不要）
078（362）4379
078（362）9040
ひょうごユニバーサル社会づくり賞

人間サイズのまちづくり賞

身近にある優れたまちなみ
や建築物、まちづくり活動、
花緑活動を行う団体・個人
を顕彰します。
◆募集部門＝①まちなみ建
築部門②まちづくり活動部
門③花緑部門
①安全・安心や環境と共
生、
地域の魅力と活力の向上
に貢献するまちなみや建築
物②安全・安心や環境と共
生、
地域の魅力と活力の向上
に貢献するまちづくり活動団
体等③花と緑あふれるまち
づくり活動団体等
6月4日㊎までに の応
募用紙を
で県都市政策
課へ
〒650-8567（住所不要）
078（362）4324
078（362）9487
人間サイズのまちづくり賞

試験

〈試験〉

兵庫県職員
（行政A・資格免許職）

4年4月1日採用の職員の採
用試験。
6月20日㊐（筆記試験）
◆試験案内・申込配布場所
＝4月下旬から県庁受付、県
民局・県民センター、
ホーム
ページなど
◆募集職種・受験資格等＝

県政に関するアンケートにお答えいただきます。
パソコンでインターネッ
トを使えることが必要です。

対象 日時・期間 場所 定員 料金
助成額・補助額 申し込み 問い合わせ
郵送 電話 ファクス

凡例

試験案内で要確認
5月10日㊊～28日㊎
17：00（受信有効）
に の所
定の申し込みフォームから
県人事委員会事務局へ
078（362）9349
078（362）3934
兵庫県職員 行政A・資格免許職

兵庫県職員
（獣医師）

4年4月1日採用の職員の採
用試験。
6月13日㊐（筆記・口述試
験、適性検査）
神戸市教育会館（神戸市
中央区）
◆試験案内・申込配布場所
＝4月下旬から県庁受付、県
民局・県民センター、
ホーム
ページなど
◆受験資格等＝試験案内で
要確認
5月10日㊊～28日㊎
17：00（受信有効）
に の所
定の申し込みフォームから
県人事委員会事務局へ
078（362）9349
078（362）3934

申し込み
方法

郵送 電話
ファクス Eメール
ホームページ 持参

関するキャンペーンを開催し
ます。
この機会に消費者トラ
ブルの事例や対策について
学びましょう。
県消費生活課
078（362）3157
078（362）4022
消費者月間 兵庫

経済センサス－活動調査
にご協力を

わが国の全ての産業分野に
おける事業所・企業の経済
活動の状況を全国的・地域
別に明らかにすることを目的
としており、国が行う調査の
中でも特に重要かつ大規模
な統計調査です。6月1日㊋
を調査期日とし、結果は、各
種行政施策や学術研究の基
礎資料としての利活用だけ
でなく、経営の参考資料とし
て、事業者の皆さんにも活用
していただいています。
県統計課
078（362）4128
078（362）4131
兵庫 経済センサス

兵庫県職員 獣医師

お 知 〈お知らせ〉
らせ
自動車税種別割の納期限

自動車税種別割の納期限は
5月31日㊊です。納税は金融
機関、
コンビニエンスストア、
県 税 事 務 所で。クレジット
カードやスマートフォン決済
アプリでの納税も可能。詳し
くは で確認を。
管轄の県税事務所
自動車税種別割 兵庫

5月は消費者月間です

「〝消費〟で築く新しい日常」
をテーマに、県内各地でパネ
ル展示をはじめ消費生活に

県広聴課

ひょうごEYE配布中
本年度の県
の予算や重
要施策など
を分かりや
すく紹 介 。
県広報戦略
課、各県民局・県民セン
ターなどで無料配布して
います。
郵送希望者は住所、
氏名、電話番号、希望部数
を
で県広報戦略課へ
〒650-8567（住所不要）
078（362）3019
078（362）3903
ひょうごEYE

078（362）3021 078（362）4291 兵庫県 県民モニター

