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この情報は8月31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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掲載しています

兵庫県のはじまり



-自然が宿るライフスタイル-

🅒🅒27

今 月のプレゼント

赤穂の天塩と国産バターの濃厚な味わいと、

サクサクの食感が癖になる「赤穂塩ラスク」
や豆腐を使った焼きドーナツなど、障害福祉
事業所「赤穂精華園ほのか工房」製造の焼

き菓子を詰め合わせました。1,800円。
NPO法人兵庫セルプセンター
078（414）7311
078（414）7312

❷4面で紹介の荒湯キャラメルフィ

ナンシェ10本入り…5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、 は道の駅「山陰
海岸ジオパーク浜坂の郷」から直接発送します）

プレゼントの 応 募 先 はこ ちら

❶焼き菓子詰め合わせ…2人

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9月24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。
こちらからも
プレゼントに
応募できます

甲子園は尼崎ではなく

🅑🅑17

それはええんや

🅐🅐10

今年も阪神の

2030年までに持続可能でより良い社会を目指す国際目標「SDGｓ」。これを構成
する目標数はいくつあるでしょう。
（ヒントは3面）

甲子園は大阪ではなく

宝塚西谷の森公園

西宮にあります

ヘルシンキ市立博物館
蔵 Photo/Yehia Eweis

9月26日㊐13：30〜15：30
園内の野原を歩きながら栗拾いを楽
しみます。要予約。
県立宝塚西谷の森公園
30人
500円
で同園へ
0 7 9 7（ 9 1 ）
1630
0 7 9 7（ 9 1 ）
1631

日本一早いマジックが

兵庫陶芸美術館

県公館

栗拾い

地元尼崎商店街に

11月13日㊏まで9：00〜17：00
※日曜、
祝日休館。
土曜も当面休館
県内でも数少ない染織工芸家として
活躍する兵庫県文化賞受賞者、山本
和子さんの作品を展示します。
県公館
（神戸市中央区）
県儀典室
0 7 8（ 3 6 2 ）
3823
0 7 8（ 3 6 2 ）
3903

画・もぐら

初代兵庫県知事
伊藤博文
（左端）

兵庫津ミュージアム

点灯しました

9月11日㊏〜11月28日㊐10：00〜
18：00※月曜（祝日の場合は翌日）休館
マリメッコ社のテキスタイルをはじめ、ガ
ラス工芸、陶磁器、家具、絵画などフィン
ランドデザインの名品が一堂に会します。
兵庫陶芸美術館
（丹波篠山市）
一般1,000円、大学生
800円、高校生以下無料
ビルゲル・カイピアイネン
同館
《「パラティーシ」
プレート
079（597）3961 他 》 1 9 6 9 - 1 9 7 4 年
079（597）3967 （ ア ラ ビ ア 製 陶 所 ）

甲子園

兵庫県にあります

〜五国・森めぐり〜

割

【神戸・阪神編】

大阪の甲子園に

ザ・フィンランドデザイン展

9月18日㊏〜11月7日㊐9：00〜17：00
※月曜（祝日の場合は翌日）休館
初代兵庫県知事、伊藤博文の書状や
初代県庁復元模型などを展示します。
洲本市立淡路文化史料館
一 般 5 0 0 円 、高
校・大学生300円、
小・中学生150円
兵庫津ミュージア
ム整備室
078（362）9014
078（362）3950

来ましたーっ

兵庫 フラワーセンター

山本和子染織展 無 料

9月11日㊏〜11月28日㊐

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

詳しくは

ホームページに

9月5日㊐〜10月5日㊋9：00〜17：00
※水曜（祝日の場合は翌日）休園
夏から秋にかけてカラフルな花を咲かせる
アキメネスを、約40種100鉢展示します。
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

手洗い・手指消毒 体温測定・健康チェック

ザ・フィンランドデザイン展

割引券

アキメネス展

マスクの着用

兵庫陶芸美術館

観覧料

月 火 水 木 金 土 日

解説
甲子園球場が兵庫県西宮市に完成したの

は1924年。十干、十二支の「甲」と「子」
が60年ぶりに出合う年にちなみ、
「甲子園

8月8日
放送の

県の情報・魅力を
発信しています

「林業」をテーマに、森林王国と呼ばれる

毎週日曜 8 時 30 分～9 時
サンテレビで放送中

宍粟市にある県立森林大学校や森林林業
技術センターを紹介。人材の育成や新し

再放送：月曜18時～18時30分
※20日㊊㊗は8時～8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…

い技術についての取り組みと林業に携わ
過去の放送動画はこちらから
ひょうご発信 サンテレビ

る人たちの思いを、大久保ともゆきさんが
リポートしました。

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

球場」と名付けたそう。つまり、西宮での歴

史は100年近い。なのに、なぜか大阪にあ

ると誤解されることも。それは阪神タイガー
スvs読売ジャイアンツ＝大阪vs東京の図

式が人々の脳裏をよぎるから!?というのは
勝手な妄想ですが、当たってなくもない？

あなたの「あるある」投稿してく
ださい。

U5H

令和 3（ 2021 ）年
9 月号

Hyogo 6

情報掲示板
催し

〈催し〉

福祉の就職説明会
in HYOGO

県内の社会福祉法人、事業
所による合同就職説明会。福
祉施設等との個別面談や採
用予定情報の提供、各種相
談、求職者登録など。申し込
み不要、入退場自由。無料。
福祉の仕事に関心がある
人
（無資格・未経験も可）
①9月25日㊏、26日㊐②
10月9日㊏いずれも13：00
～16：00
①明石市こども健康セン
ター（パピオスあかし6階）②
ホテル日航姫路
県福祉人材センター
078
（271）
3881
078
（271）
3882
福祉の就職説明会 in HYOGO

募集

〈募集〉

北方領土作文コンクール
の作品

北 方 領 土 に 関 することを
テーマにした作文。
県内在学の中学生
◆作品規定＝1,200字（400
字詰め原稿用紙3枚）以内
◆賞＝入賞者には賞状と副
賞、
応募者全員に参加賞
10月29日㊎（消印有
効）
までに作品を
で学校
または県広報戦略課へ
〒650-8567
（住所不要）
078
（362）
3020
078
（362）
3903
北方領土返還運動 兵庫県

第14回
「家族の日」
写真コ
ンクールの作品

家族の温かさや絆の大切さ
を感じる写真。

この情報は
8月31日現在の
ものです。

最新の情報
については
事前に へ

詳しくはホームページ
に掲載しています

県内在住・在勤・在学の
人、e-県民登録者
9月30日㊍までに作品
を
またはインスタグラ
ムで県男女家庭課へ
〒650-8567（住所不要）
078（362）4185
078（362）3891
「家族の日」写真コンクール

就職氷河期世代就労支援
プログラム参加者（第2期、
第3期）

1カ月間の社会人基礎研修
と、3カ月間の就職・定着支
援を経て県内企業への安定
就労を目指すプログラム。1
カ月の研修期間は15万円の
給与、通勤手当を支給。
平成5年～16年に卒業の
就職氷河期世代の未就職者
で、大卒は39歳～50歳、高
卒は35歳～46歳の人（令和
3年4月1日時点）
◆開講日＝第2期：9月30日
㊍、第3期：11月1日㊊
神戸市青少年会館など
30人
から申し込み後、説明
会、選考会に参加
こうべ 若 者 サ ポ ートス
テーション
078（335）5630
078（335）5345
兵庫県 就職氷河期世代就労支援プログラム

ひょうごの魚を食べよう
キャンペーン応募者

合計2,000円（税込み）以上の
県産生鮮魚介類を購入した人
に水産加工品1,000円相当を
プレゼント。1人1口まで。
11月30日㊋まで
1万人（先着）
県産であることと値段が
分かる商品ラベルまたは領収
書を所定の用紙に貼り付け
で県漁業協同組合連合

会内同キャンペーン事務局へ
〒673-0883明石市中崎
1-2-3
078（940）8014
078（917）3811
ひょうごの魚を食べようキャンペーン

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9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。
9月27日㊊～10月1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

〈試験〉

県立障害者高等技術専門
学院 令和4年度生（第1回）

障害のある人が就業に必要
な能力を身に付け、職業的に
自立することを目指します。
応募には体験入校必須。
◆募集科＝総合実務科
知的障害者
◆応募書類配布場所＝現住
所を管轄するハローワーク
※要事前相談
体験入校：10月13日㊌ま
での2日間、選考：10月22
日㊎
15人
体験入校：10月8日㊎ま
でに で同学院へ、選考：9
月13日㊊～10月15日㊎に
必要書類を でハローワー
クへ
同学院
078（927）3230
078（928）5512
兵庫県立障害者高等技術専門学院

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

兵庫県職員（①社会人経
験者②障害者）

4年4月1日採用の職員採用
試験。
①10月24日㊐②10月31日㊐
◆試験案内・申込書配布場
所＝県庁受付、各県民局、
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
① 9月21日㊋～10月
12日㊋17：00（受信有効）②
9月3日㊎～10月1日㊎（消
印有効）、 1日㊎17：00（受
信有効）
までに所定の申込書
を県人事委員会事務局へ
〒650-8567（住所不要）
078（362）9349
078（362）3934
兵庫県職員採用試験

お 知 〈お知らせ〉
らせ
全国道路・街路交通情勢
調査にご協力を

道路と道路交通の実態を把
握し、道路の計画・建設・管
理などについて基礎資料を得
るため、9月から11月にかけ
て、状況調査やアンケート調
査による自動車利用実態調
査を実施。
自動車を所有する
家庭には無作為でアンケート
調査票が配布されます。
兵庫国道事務所
078（331）4498
078（334）1622
全国道路・街路交通情勢調査

中小企業退職金共済制度

（独）勤労者退職金共済機構
による中小企業のための国
の退職金制度。事業主が毎
年掛け金を同機構へ納付す
ることで、従業員の請求に基
づいて退職金が支払われま
す。パートタイマーなど短時

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

間労働者も加入できます。
同機構中退共大阪コーナー
06（6536）1851
06（6536）1850
中退共

9月定例県議会

本会議はどなたでも傍聴で
きます。
9月21日㊋～10月22日㊎
（代表質問9月27日㊊、一般
質問28日㊋～30日㊍）
県議会事務局総務課
078（362）3708
078（362）3924
兵庫県議会

9月は健康づくり強調月間

健康に役立つ情報を紹介し
ている
「健康ひょうご21県民
運動ポータルサイト」
を確認
し、
より良い生活習慣の定着
を目指しましょう。
県健康増進課
078（362）9127
078（362）3913
健康づくり強調月間 兵庫県

適格請求書発行事業者の
登録申請書の受け付けは
10月から

5年10月1日以降、消費税の
仕入税額控除を受けるため
には、原則として適格請求書
発行事業者から交付された
適格請求書（インボイス）の
保存が必要となります。適格
請求書発行事業者となるた
めには別途申請が必要です。
3年10月1日㊎から「e-Tax」、
または所定の申請書を で大阪
国税局インボイス登録センターへ
〒550-8526大阪市西区
川口2-7-9
軽減・インボイスコール
センター
（0120）205553
インボイス制度特設サイト

大自然の中で思いっきり深 呼吸しませんか！

▲

▲▲▲▲

▲▲

 底管理された、上質で戦略性豊かな 
徹
本格的パブリックコース
最 新型GPSナビゲーション搭載カート
い
 つでも快適コース内カート乗り入れ可能

ゴルフ宿泊パック、グラウンド・ゴルフ各
種プラン等もご用意しておりますので、
ぜひご利用ください！
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3（ 2021 ）年
Hyogo 令和
9 月号

豊かな自然に囲まれたホテル・コテージは130名様宿泊可能
屋内4面･屋外16面のテニスコートを備えた西日本最大級の合宿施設
関西唯一の天然芝テニスコート（2面）予約受付中
ジュニアから一般までのテニス大会を多数開催
アオノゴルフコース
0790（45）1556
アオノスポーツホテル・テニスクラブ
0790（45）1845
アオノグラウンド・ゴルフ場
0790（45）8166
〒675-2404 加西市油谷町639-3 青野運動公苑

県民モニター募集中

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。

県広聴課

アオノグラウンド・ゴルフ場

 化に富んだアンジュレーションや
変
天然芝が魅力の３つの常設コース
日本グラウンド・ゴルフ協会認定
各 種大会参加者受付中

▲▲

アオノスポーツホテル・テニスクラブ

▲

アオノゴルフコース

0790（45）0990
0790（45）1848
0790（45）0990

兵庫県企業庁は持続可能な開発目標
（SDGs）を支援しています。

078（362）3021 078（362）4291 兵庫県 県民モニター

