
収蔵資料展 ひとはくの鳥類
標本をお見せします！

9月12日㊐まで10時～17時※月曜
（祝休日の場合は翌日）休館
国内トップクラスの収蔵点数を誇る鳥
類標本から、芸術作品のように精巧に作
られた本剝製を約150点展示します。

県立人と自然の博物館（三田市）
一般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

人と自然の博物館

図書館夏祭り

8月21日㊏10時～15時
珍しい標本を見たり、さまざまな昆虫
を触ったりと1日中楽しめるイベントで
す。メダカのコタロー劇団の人気キャ
ラクターと記念撮影できる時間（14時
40分〜15時）も。

県立図書館（明石市）
同館
078（918）

3366
078（913）

9229
兵庫県立図書館

六甲山の災害展

8月29日㊐まで9時30分～18時（金
曜、土曜は19時まで）※月曜休館
六甲山系の災害の歴史を伝えるパネル
展示のほか、資料映像を上映します。

人と防災未来センター西館1階ロ
ビー（神戸市中央区）

県治山課
078（362） 

3471
078（362）

3952
六甲山の災害展

無料

無料

里山保全ボランティア体験

9月12日㊐9時30分～12時
里山保全ボランティアを1日体験。野
菜の種まきやアメリカザリガニの捕獲
など班に分かれて作業します。

県立やしろの森公園（加東市）
30人（先着）
100円

で同園
へ

0795（44）1510
0795（44）1512

やしろの森公園

但馬ビーフの焼き肉

9月12日㊐10時30分～※10時15
分から整理券配布
自然豊かな公園で但馬ビーフの焼き
肉を試食できます。当日受け付け。

県立但馬牧場公園（新温泉町）
150人（先着）
200円
同園
0796（92）

2641
0796（92）

2640
但馬牧場公園

この情報は8月4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。

中華麺に和風だしという一見ミスマッチな
組み合わせのえきそばは「食べたら姫路に
帰ってきたんだなあとしみじみ思う」という
人も多い、姫路のソウルフード。戦後、そば
粉とこんにゃく粉を混ぜたそばを姫路駅で
販売したのが始まりで、その後伸びにくく腐
りにくい、かんすい入りの中華麺にたどり着
いたとか。うどんなの？ラーメンなの？と気
になる方は、姫路駅ホームでレッツトライ！

【播磨編】

えきそば

県内の体験イベント情報

画・もぐら

兵庫県　さわやか提案箱

U5H

あなたの「あるある」投稿してく
ださい。

解 説

かんぴょうの原料は次のうちどれでしょう。（ヒントは2面）
🅐🅐アサガオ　 🅑🅑ヒルガオ　 🅒🅒ユウガオ
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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8月31日㊋（消
印有効）までに、

〒650-8567（住所不要）
078（362）3903 
dayori@koho.pref.hyogo.lg.jp 

のいずれかで県広報戦略課「県民
だよりプレゼントクイズ」係へ。
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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 マスクの着用

手洗い・手指消毒 体温測定・健康チェック

詳しくは
ホームページに
掲載しています

今
月
の
プ
レ
ゼ
ン
ト ※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、 は道の駅「銀の
馬車道・神河」、 は神戸新聞総合印刷から直接発送します）

割

❸星野ルネさんのサイン本…5人
❷4面で紹介のゆず製品セット…3人

神戸市の障害福祉事業所「ピータンハウス」
で作られた栗の形をした箸置きとプレート。
季節感のあるテーブルコーディネートアイテ
ムです。箸置き400円、プレート（大）800円、
プレート（小）600円。

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

❶栗の箸置きとプレート（大・小）
３点セット…3人

本券を窓口で提示すると団体料金で観覧できます。※本券1枚で2
人まで有効 ※他の割引との併用不可 ※コピー不可

観覧料
割引券

県立人と自然の博物館 収蔵資料展
ひとはくの鳥類標本をお見せします！

9月12日㊐まで

こちらからも
プレゼントに
応募できます

ひょうご発信 サンテレビ
過去の放送動画はこちらから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！

今年4月に豊岡市に開校した、芸術文化と
観光のプロフェッショナルを育成する芸術
文化観光専門職大学を紹介。キャンパス
内の見学のほか、学生たちの芸術文化や
観光に対する思いや、学長の平田オリザさ
んの大学への思いについて、彩羽真矢さ
んがリポートしました。

「ひょうご発信 ! 」では…
7月18日
放送の

再放送：月曜18時～18時30分

毎週日曜8時30分～9時
サンテレビで放送中

県の情報・魅力を
発信しています

6令和3（2021）年
8月号 Hyogo県政へのご意見・ご質問をお受けします。さわやか提案箱
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県広聴課 078（362）3021 078（362）4291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。県民モニター募集中 兵庫県 県民モニター

マに㈱マイキーの西山芽衣
さんによる講演と、建築家の
大島芳彦さんとのトークセッ
ション。無料。後日、当日の模
様をオンライン配信します
（視聴も要申し込み）。
8月25日㊌19：00～21：00
明舞プラザ（明石市）
60人（先着）

または 申し込み
フォームから県住宅政策
課へ
078（362）3595
078（362）9458

リノベーションスクール＠明舞団地

お弁当・おむすび 
コンテスト作品
県産食材を取り入れ、①郷
土色豊かで手軽に作れるご
飯弁当と②大切な人が笑顔
になるようなメッセージや
思いがこもったおむすび。
県内在住・在学の①中

学・高校生②小・中学生
9月17日㊎（消印有効）

までに所定の応募用紙を
で商工印刷㈱へ
〒651-0094神戸市中央
区琴ノ緒町4-5-7
078（221）1115
078（241）0018

お弁当・おむすびコンテスト

県営住宅入居者
収入や困窮要件など申し込
み資格あり。申込書は8月16
日㊊から市・区役所、町役
場、各県営住宅管理事務所
などで配布。

〈催し〉

ひょうごの企業魅力発信
フェア in 神戸
ひょうご応援企業など県内
約30社による説明や質疑応
答など。キャリアカウンセ
ラーによる無料相談や公務
員講座ガイダンスも。入退場
自由。無料。
令和5年3月卒業予定の

大学、大学院、短大、専修学
校、高等専門学校の学生
8月30日㊊13：00～17：00
神戸サンボーホール（神

戸市中央区）
同フェア運営事務局（㈱

学情）
06（6346）6303
06（6346）6838

ひょうごの企業魅力発信フェア

〈募集〉

県立総合衛生学院介護福祉
学科オープンキャンパス 
参加者
2年課程の学科の説明、体験
実習のほか、希望者には個
別相談も。
8月21日㊏、29日㊐、9月

11日㊏13：30～
同学院中山手分校（神戸

市中央区）
各開催日直前の金曜ま

でに または 申し込み
フォームから同学院へ
078（361）4001
078（361）2555

兵庫県立総合衛生学院介護福祉学科

リノベーションスクール
＠明舞団地　第4回事前
講演会参加者
「郊外ではじめる、小さなハッ
ピーを集めた暮らし」をテー

8月23日㊊～27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

〈試験〉

兵庫県職員 
〈行政B（高卒程度）〉
令和4年4月1日採用の職員
の採用試験。
9月26日㊐
県立大学神戸商科キャン

パス（神戸市西区）、県立豊
岡高校（豊岡市）
◆試験案内・申込書配布場
所＝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＝
試験案内で要確認

9月9日㊍（消印有効）
までに所定の申込書を ま
たは9日㊍17：00（受信有
効 ）までに 申し込 み
フォームから県人事委員会
事務局へ
〒650-8567（住所不要）
078（362）9349
078（362）3934

兵庫県職員 行政B

県立ものづくり大学校 
令和3年度後期生
2次元CAD利用技術者試験
2級の取得を目指すコース。
授業料無料。8月24日㊋、9
月1日㊌には見学説明会も
開催（1日2回、各回定員5
人、 へ要申し込み）。
◆募集コース＝CADコース
（6カ月）
求職中の人
9月15日㊌（学力試験、面

接）
同校（姫路市）
20人
9月8日㊌までに願書を

で最寄りのハローワーク（要
事前相談）へ
同校
079（240）7077
079（281）6626

ものづくり大学校

県立神戸高等技術専門学院
令和3年10月生
福祉施設や病院等の給食現
場の調理人を目指すコース。
授業料無料。8月13日㊎、23
日㊊には見学会を開催（
へ要申し込み）。
◆募集コース＝福祉調理
コース（6カ月）
18歳以上の求職者
9月7日㊋（学科試験、面接）
同学院（神戸市西区）
20人
8月31日㊋までに願書を
で居住地を管轄するハ

ローワーク（要事前相談）へ
同学院
078（794）6630
078（794）6637

神戸高等技術専門学院

〈お知らせ〉

個人事業税（第1期分）の
納期限は8月31日㊋です
対象者には納税通知書が送
付されます。最寄りの金融機
関、コンビニエンスストア、県
税事務所で納税してくださ
い。また、第2期分からの納
税には、便利な口座振替制
度もぜひ利用してください。
近くの県税事務所で申し込
みできます。
各県税事務所

兵庫県 新型コロナウイルス 県税の取扱

マイナンバーカードで  
県立図書館の蔵書貸し出し
が可能になりました
7月からマイナンバーカード
でも蔵書が借りられるように
なりました。利用には県立図
書館（明石市）窓口での簡単
な手続きが必要です。
マイナンバーカードを持つ
県内在住・在勤・在学の人
同館
078（918）3366
078（913）9229

兵庫県立図書館 マイナンバーカード

子育てに関する相談は
ひょうご子育てダイヤルへ
子育ての悩みや疑問に保育
士が無料で対応します。必要
に応じて看護師や栄養士な
ど専門家によるオンライン無
料相談や家庭訪問も。まず
は気軽に電話してください。
＃7312（なやみいっしょに）
◆相談時間＝月曜～金曜
9：00～17：00（祝休日、年
末年始を除く）
ひょうご子育てダイヤル

企業のワーク・ライフ・バラ
ンスの推進を応援します
在宅勤務やフレックスタイム
など多様な働き方の導入、
長時間労働の削減など、企
業のワーク・ライフ・バラン
スに関する取り組みを無料
で支援。現状や課題に沿っ
た対応策を提案し、取り組み
の導入から定着までお手伝
いします。
◆支援内容＝相談、専門家
派遣、研修、助成金など
（公財）兵庫県勤労福祉協
会ひょうご仕事と生活セン
ター
078（381）5277
078（381）5288

ひょうご仕事と生活センター

この情報は
8月4日現在の
ものです。

最新の情報
については
事前に へ

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

郵送 電話 
ファクス Eメール 
ホームページ 持参

詳しくはホームページ
に掲載しています

催し

試験

お知らせ

情報掲示板 凡例 申し込み
方法

募集

分譲区画数 16区画

共同事業者 大阪ガス住宅設備㈱、セルコホーム㈱、
三井ホーム㈱、オスモ＆エーデル㈱

宅地価格 1,500万円台〜2,600万円台

宅地面積 369.99㎡〜546.37㎡

分譲区画数 9区画
共同事業者 ㈱塩山工務店、北神住建㈱、

㈱吉住工務店、住友林業㈱、
ミサワホーム近畿㈱

宅地価格 1,200万円台〜1,800万円台
宅地面積 310.53㎡〜471.73㎡

あなたの家づくり、庭づくりのお手伝いとなる、
兵庫県からの助成金制度がご利用いただけます。
※ただし条件等があります

県企業庁企業誘致課
078（362）９３９０ 078（362）4272

ワシントン村 ワシントン州の邸宅街を
再現した街並み 兵庫村 懐かしくて新しい家のある街へ 

和（なごみ）の街

“神戸三田”国際公園都市　カルチャータウン 宅地好評分譲中
三田カルチャータウン

「三田まほろばブレッツァ」には
おいしい野菜が勢ぞろい！

三田まほろばブレッツァ 079（556）7715

昨年度最優秀賞「つりにつれてって」

7 令和3（2021）年
8月号Hyogo
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