
詳しくは
2面へ黄金色の世界が広がります

晴れた日の夕刻、

一日も早い収束に向けて 自分を守ることは、大切な人を守ることにつながります新型コロナウイルス感染症

この情報は８月31日現在のものです。最新の情報に注意してください

▶

▶

▶

人流抑制対策 感染予防対策

ワクチンの接種

日中も含め、不要不急の外出や移動（特に混雑した場所への外出）は控え
てください。
時短要請時間外の飲食店等の利用や、感染対策が徹底されていない飲食
店等の利用は自粛してください。
出勤者数の７割削減を目指し、テレワークやオンライン会議を積極的に
取り入れてください。

▶

▶
▶

障害や病気などによりマスクの着用が困難な場合を除き、飲食店には必ず
マスクを着用の上入店し、会話の際もマスクを着用してください。
会食や友人・家族との自宅での飲み会は控えてください。
路上・公園での飲酒は絶対にやめてください。

▶デマや憶測といった誤った情報に惑わされず、正確な情報の下、ワクチン
接種への積極的な参加をお願いします。

これまでの医療従事者の皆さんのご努力、県民・事業者の皆さんのご協力
に感謝を申し上げます。第５波突入以降、新規陽性者数は急増しており、
病床使用率も高くなっています。

県民の皆さんには、すでに長期にわたって外出の自粛や飲食店等での営業
時間短縮・酒類提供の制限などをお願いしていますが、一日も早い収束に
向けて、引き続き、ご協力をお願いします。

兵庫県広報紙 Hyogoふるさとがもっと好きになる

版
戸
神人　口：544万3,698人

世帯数：241万1,745世帯
面　積：8,400.95㎢
（令和3年7月1日現在）

令和3（2021）年

月号9Sep.
【主な内容】
［2─3面］ 550万人のインフォ
［4─5面］ いいとこ丸ごと！（新温泉町）

 ぐぐっと 日髙世菜さん
 知事インタビュー

［6─7面］ おでかけひょうご・情報掲示板
［ 8 面  ］ 地域版



かねてから感じていた森と人の隔たりを縮めようと、昨夏、森のあ
る暮らしを探求するサークル「草やまの草むら」を、キャンプ場
「やまもりサーキット」を経営する大谷晃平さんと立ち上げまし
た。森と人をつなぐ活動の拠点として、今年1月からキャンプ場内
に、周辺に自生する木などを使いツリーハウスを建築。木の切り
出しなどの作業は、プロに教えてもらいながら、できるだけ自分た
ちで行いました。趣旨に賛同する人たちも参加してくださり、7月
にほぼ完成。あとは、いろりを残すのみです。
今後は地元の里山自然を活用し、森と親しむ
単発のワークショップや1年を通して森づ
くりを学ぶプログラムなどを進めます。
私たちの活動が自然の循環や地域の
活性化につながればうれしいです。当
面は、丸太からスプーンを作るグリー
ンウッドワークを毎月1回開催します。
森のある暮らしを一緒に
楽しみましょう。
（代表 内田圭介さん）

　キリン・キャンペーン事務局
　（0120）465231
平日10時～17時（土曜、日曜、祝休日除く）

応募方法
などについては

こちら

兵庫県おいしい食材の宝庫再発見

兵庫県おいしい食材の宝庫
再発見キャンペーンを

実施中！

草やまの
草むら 

丹波篠山市
丹
波

「屋根はあえてかやぶきに。ふき替え
作業もワークショップの一つにするつ
もりです」と内田さん。 

レシート有効期間
9月1日㊌～30日㊍

締め切り
10月1日㊎（消印有効）

浄土寺
　小野市浄谷町2094 　9時～12時、13時～17時（10月～3月は16時まで）
　500円（拝観料） 　歓喜院 　　0794（62）4318 

浄土寺

小野市

播
磨

今月の
表紙

浄土寺は鎌倉時代初期、重源上人によっ
て開山されました。浄土堂には有名な仏
師、快慶が手掛けた「阿弥陀三尊立像」

を安置。晴れた日の夕方には、像の背後に作られた蔀戸から差し込んだ西日
が床に反射、天井に当たって像に降り注ぎ、阿弥陀様が雲に乗って西方浄土
から迎えに来る「ご来迎」のような光景に出合えます。 
光の強弱や差し込む角度は季節によって異なるため、表情も少し
ずつ違って見えます。特に夏から秋のお彼岸にかけては日差し
が強く、圧倒的な存在感を放ちます。（歓喜院 鑑光顕さん）

しとみ

輝く
阿弥陀様の
ご来迎に
出合えます

550万人の
インフォ

伝えたい！と
知りたい！をつなぐ

鑑さん

「大仏様という建築方式を
用いた仏堂で国内に残るの
はここだけです。阿弥陀三
尊立像と共に国宝に指定さ
れています」と鑑さん。 

光

浄土堂外光の
反射経路

ツリーハウスは
森と人をつなぐ体験学習の場 

時

問い合わせは
こちら

キャンペーン実施店でキリンビ
バレッジの対象商品を含む800
円（税込み）以上の買い物をし、
レシートを応募用紙に貼って応
募すると、抽選で地産地消に力
を入れるレストランの食事券や
「播州百日どりセット」をはじめ
とする県の認証食品、シイタケ
狩りやイチゴ狩りといった食育
体験などが当たります。ぜひ参

加して、兵庫県の豊かな食文化
に触れてください。
（県消費流通課）

03企P2-047A3
相生市で「野瀬かんぴょう」を生産していることを初めて知りました。〔植田さん（明石市）〕 令和3（2021）年

9月号



感染状況に応じた
医療提供体制強化に
取り組んでいます
新型コロナウイルス感染症の新
規陽性者が急増する中、一般医
療とのバランスを考慮しながら下
記の通り医療体制の充実を図っ
ています。（県新型コロナウイルス
感染症対策本部）

ハリー・ポッターの世界を
満喫できます

県立美術館

神戸市神
戸・
阪
神

兵庫県立美術館

県立美術館 
　神戸市中央区脇浜海岸通1-1-1
　078（262）1011 　078（262）0903

4年前に大英図書館で好評を博した「Harry 
Potter: A History of Magic」の国際巡
回展です。大英図書館が所蔵する貴重な書
籍や資料などによって、ハリー・ポッターの
世界の背景となった魔法の歴史をひもとき
ます。J.K.ローリングの原稿やスケッチも出
品されますので、お見逃しなく。
（県立美術館広報専門員 宇高淑子さん）

〈特別展〉ハリー・ポッターと魔法の歴史
9月11日㊏～11月7日㊐（日時指定制）
※「前売日時指定券」の購入者、同館ホームペー
ジでの予約者を優先案内
　一般2,000円（1,800円）、大学生1,500円
（1,300円）、高校生以下無料、70歳以上1,000
円、障害者は割引 ※（　）内は前売日時指定券

食べて貢献！
SDGsを推進する
サステナブルフード

持続可能な社会の実現のため、2015年
に国連サミットで採択されたSDGs。目
標12「つくる責任 つかう責任」では、食
品ロスやごみの削減が示され、食品業界
でさまざまな取り組みが広がっています。
県内で生まれた、目標
達成に貢献する商品を
紹介します。
（取材・文 県民だより
編集部）

「Sustainable Development Goals
（持続可能な開発目標）」の略。環境保全や
人道支援、格差是正など、国際社会が2030
年までに達成を目指す17の目標から成る。

SDGs
（エスディージーズ）とは

ジム・ケイ《『ハリー・ポッターと賢者の石』の9と3/4番線の習作》 ブルームズベリー社蔵
ⓒBloomsbury Publishing Plc 2015

神戸・
阪神 酒粕バタークッキー

　神戸酒心館 蔵元ショップ「東明蔵」
　神戸市東灘区御影塚町1-8-17
　078（841）1121
　078（841）0002

　明正堂
　丹波市柏原町柏原71
　　0795（72）0217
丹波柏原 明正堂

酒粕バタークッキー

神戸市の障害者就労支援センター「オリ
ンピア岩屋」が、灘五郷の酒造会社、㈱
神戸酒心館が造る純米吟醸酒の副産物
である酒かすを用いて製造。神戸洋藝
菓子ボックサンの監修の下、バターと酒
かすのほか、有馬温泉名物「炭酸煎餅」
を混ぜ込むことで、香り高くサクサクと
した食感に仕上げています。

みりん、料理酒などを造る過程で生ま
れる醸造かすを使用。パウダー状にし
た酒かすに野菜パウダーやショウガを
配合した「サラダラテ」「ジンジャーラ
テ」、ベルギー産チョコレートに酒かす
を配合し、こくや風味を引き立たせた
「ショコラサンド」「ショコラクランチ」
がラインアップ。健康や美容にも配慮し
た発酵スイーツです。

1個100グラム
540円。

　キング醸造㈱
　稲美町蛸草321 　050（3626）3090 
　079（495）3518 ORYZAE JOY

左からジンジャーラテ、サラダラテ各5袋入り1,080
円、ショコラサンド2種各5枚入り1,836円、ショコラ
クランチ3種各10個入り756円。

「かす」「くず」と呼ばれ、通常は肥料に
回されるB級品の丹波産黒豆のきな粉を
クッキー生地に練り込み、もなかの皮で
包んだ焼き菓子に。さっくりとしたもなか
の皮は、使われなくなった古い型を再利
用しています。売り上げの一部は、飢餓
問題に取り組むNPO法人国際連合世
界食糧計画WFP協会に寄付されます。

1個88円。

播磨 ORYZAE JOY

丹波 とのわ

保健所の体制強化や貸し出し用パルスオキシ
メーターの追加配備、希望者への食料品・衛生
資材の配布など、自宅療養者のフォローアップ
体制を強化。
宿泊療養施設を約1,700室に拡充し、酸素供給
装置も設置。今後約2,000室の確保に向けて調
整中。入院病床数も、さらなる確保を医療機関に
要請中（現在1,237床、うち重症142床）。
現在県が設置しているワクチン大規模接種会場
の姫路会場と西宮会場は、ワクチンの確保を前
提に、姫路競馬場、園田競馬場に場所を変えて
実施予定。

●

●

●

最新の情報は
こちら

※この情報は8月31日現在のものです

古民家を改修した「グラミンカ佐用」が興味深いです。〔青木さん（尼崎市）〕令和3（2021）年
9月号


