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マンスリー・インフォ

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 住所 電話 ファクス

【催し】
催し
大中遺跡発見60周年記念
春季特別展
弥生集落転生
―大中遺跡とその時代―

竪穴住居や中国鏡、鉄器な
どの最新の研究成果から、
発見60周年を迎える大中遺
跡と弥生集落の姿を紹介。
7月3日㊐まで9：30〜18：00
※月曜休館
県立考古博物館
（播磨町）
一般500円、大学生400
円、
70歳以上250円、高校生
以下無料
（入館料）
同館
079-437-5589
079-437-5599
兵庫県立考古博物館

ホワイトガーデン
白や緑のアンスリウム、
カラ
ーといった季節の花で、雨
の日でも楽しめる温室内庭
園を華やかに演出します。
6月4日㊏ 〜 7月1 0日㊐
10：00〜18：00
県立淡路夢舞台公苑温室
「あわじグリーン館」
（淡路市）
一般750円、70歳以上370
円、高校生以下無料（入館料）

申し込み
方法

同館
0799-74-1200
0799-74-1201
あわじグリーン館

植物とアート
〜蒲 公英と羊 歯〜
た

ん

ぽ

ぽ

し

だ

3月から開催している企画
展の第2部。鮮やかな緑色や
美しい形が魅力のシダをモ
チーフにした工芸品などを、
実物の写真や標本とともに
紹介します。
6月4日㊏ 〜 7月3 1日㊐
10：00〜17：00※月曜休館
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
ひとはく

ひょうごで働こう！
就職フェア in大阪
県内企業約30社による合同
企業説明会。就職相談コー
ナーも。入退場自由。無料。
2023（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

「食育絵手紙」コンクールを開催！
食育への関心や実践力を高めるため、食に関するメッセ
ージを込めた絵手紙のコンクールを実施。
入賞作品は県
ホームページに掲載します。

郵送 電話 ファクス
ホームページ 持参

Eメール

学生、既卒者（おおむね3年
以内）
6月20日㊊12：00〜16：00
梅 田 クリスタル ホ ー ル
（大阪市北区）
㈱学情
06-6346-6303
06-6346-6838
ひょうごで働こう！就職フェアin大阪

【募集】
募集
人とつながる
オフラインキャンプ
2022の参加者
豊かな自然に囲まれてキャ
ンプを行い、日常生活での
インターネット利用などを
振り返ります。
ネットの利用を見直した
い小学5年生〜18歳の人
①オリエンテーション：7
月10日㊐②オフラインキャ
ンプ：8月16日㊋〜20日㊏
（4泊5日）③フォローアップ
キャンプ：11月13日㊐
①県学校厚生会館（神戸
市中央区）②③県立いえしま
自然体験センター（姫路市）
20人（選考）
1万円
6月30日㊍（消印有効）ま
でに または所定の申込書を
で県青少年本部へ
〒650-8567（住所不要）
078-362-3142
078-362-3891
オフラインキャンプ

県営住宅の入居者
申込書は6月20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。高
齢者以外の人も単身入居で
きるようになりました。
6月24日㊎〜30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

テーマ

①一緒に食事をしたい人へのメッセージ

②食品ロス削減のためにできるメッセージ

県内在住・在勤・在学の人
6月1日㊌〜9月1日㊍（消印有効）に選択したテー
マ、住所、氏名、年齢、電話番号、職業（または学校名と学
で県健康増進課へ
年）
を裏に明記した作品を
〒650-8567
（住所不要） 078-362-3249
078-362-3913 兵庫県 食育絵手紙コンクール

6

2022（令和4）年6月号

兵庫県住宅供給公社

第10回神戸マラソンの
参加者
「『ありがとう』を、未来へつ
なごう。」をキャッチフレー
ズに感染防止対策を講じて
開催。一般ランナーは国内
在住者のみとします。参加
料金、申し込み方法等の詳

さわやか提案箱 県政へのご意見・ご質問をお受けします。

この情報は5月18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。最新情報は事前に へ。
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飲酒運転を追放せよ！

キッズ交通保安官と
ファミリー隊になろう
飲酒運転をしないよう家族や地域に呼びかけるキッズ交
通保安官と、共に飲酒運転追放を呼びかけるファミリー隊
を募集します。
・お酒を飲んだら車を運転しない、運転する時
はお酒を飲まない、運転する人にはお酒を飲
キッズ
ませないの「三ない運動」の実践を家族に約
交通保安官の
束してもらう
役割
・地域で開催される行事や交通安全運動などに
参加し、
「三ない運動」の実践を呼びかける
・
「三ない運動」を実践する

ファミリー隊
・職場や地域へ「三ない運動」の実践を呼びか
の役割

ける

任命証やキッズ交通保安官
バッジを交付します

県内在住の小学生と保護
者（祖父母含む）
各300人（先着）
6月1日㊌〜2023年3月
31日㊎に所定の応募用紙を
申し込みフォームか
ら県生活安全課へ
〒650-8567（住所不要）
078-362-3879
078-362-4022
兵庫県 キッズ交通保安官

細は6月1日㊌午後に公開す
る大会ホームページで確認
してください。
11月20日㊐9：00〜
◆コース＝神戸市役所前〜
垂水区西舞子〜ポートアイ
ランド
（42.195km）
2万人（抽選）
神戸マラソンランナーコ
ールセンター（6月10日㊎開
局。平日10：00〜17：00）
0570-018501
078-321-0072
神戸マラソン

ワーク・ライフ・バランス
推進のための
キャッチフレーズ
アフターコロナ時代の新し
いワークスタイルを促進す
るキャッチフレーズを募集。
県内在住・在勤・在学の人
7月29日㊎（消印有効）
までに必要事項を
で
ひょうご仕事と生活センタ
ーへ
〒650-0011神戸市中央
区下山手通6-3-28
078-381-5277
078-381-5288
兵庫 仕事と生活 キャッチフレーズ

兵庫県 さわやか提案箱

【助成
・貸付】
助 成・貸
付
兵庫の
学び と
〝教育 のローン
家族の教育や自身のスキル
アップのための資金を低金
利で融資します。
県内在住・在勤の人（その
他要件あり）
◆限度額＝200万円
◆融資利率＝年1.2％※別
途保証料が必要（全額助成
あり）
◆保証料率＝年0.7％〜1.2％
◆返済期間＝7年以内
◆返済方法＝元利均等月賦
償還
必要書類を で近畿労働
金庫各店舗へ
県勤労福祉協会
078-341-1510
078-341-1570
兵庫県勤労福祉協会

【試験】
試験
兵庫県職員（採用選考試験）
2023年4月1日採用予定の

