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詳しくは2面で

兵庫テロワール旅ってなんだ！？兵庫テロワール旅ってなんだ！？
兵庫デスティネーションのプレキャンペーンがスタート
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～Timely Topics in HYOGO～旬トピ！ 1・4・5・8［県全域］

今月の表紙

●三木市吉川町吉安222 ●0794-76-2401 ●0794-76-2400山田錦の館

よかわ錦うなぎが味わえます！

「山田錦の館」にある「お食事処 にしき
亭」では、7月24日㊐までよかわ錦うな
ぎを使った「うな重」（2,980円）を提供
しています。冷凍の「よかわ錦うなぎ」
（1尾1,950円）も同施設で販売中。

●0794-72-0451
●0794-72-0556
吉川運輸関西養鰻部

吉川運輸㈲

2017（平成29）年、荷積みや輸送技術など運送
業のノウハウと地元産の酒米・山田錦を生かし
てウナギの養殖を始めました。ウナギは非常に
デリケートで、できるだけ揺らさず短時間で運
ばなくてはいけません。インドネシアから輸入し
た稚魚は、関西国際空港から細心の注意を払っ
て三木市吉川町にある養殖場へ輸送。水槽の水
は25度、ろ過して常にきれいに保っています。餌

は、山田錦の米粉と酒かす
を混ぜたもの。酒米は食用
米よりデンプンが豊富なため肉厚に育ち、酒か
すには臭いを抑える効果があります。1年半ほど
育てた後、さばいて焼き、「よかわ錦うなぎ」の名
で出荷します。瞬間冷凍して真空パック詰めにし
ているので、焼きたてのおいしさが味わえます。
（吉川運輸㈲会長 武田篤美さん）

2 酒米と酒かすで臭みを抑えたウナギです

現在約4,000匹を養殖しています。

「専属スタッフがウナギに
適した環境を徹底管理し
ています」と武田さん。

1 食、文化、伝統の
ルーツに触れる旅へ

■「テロワール」な写真を募集中！
兵庫県の「テロワール」を学
んで、深めるオンライン研究
所「テロワールlab.」を開設。
テロワール旅を感じられる
県内の食、景色、人、地場産品
などの写真を「#兵庫テロワー
ル旅」を付けてInstagramで
投稿し、「ベストテロワール投
稿」に選ばれると、商品が進呈
されます。

大人気の「WEST EXPRESS 銀河」、鉄道ファンに愛さ
れる「サロンカーなにわ」を使用した「兵庫テロワール
旅号」、日本海の絶
景を楽しめる「うみ
やまむすび」を特別
運行。停車駅では、
特産品の販売やそ
の土地ならではの
おもてなしに出合
えます。

■観光列車が県内を走ります

南あわじ市にある巨大な
タマネギのオブジェ「おっ玉葱」。

主
な
内
容

県観光振興課 ●078-362-3340 ●078-362-4275 兵庫デスティネーションキャンペーン

城崎温泉駅ー餘部駅間を運行する
「うみやまむすび」。

■スタンプラリーに参加しよう
アプリを使ったスタンプラリー
「Le ラリー du テロワール」で、
設定された「テロワール旅」の
コースを巡ってスタンプを集め
ると、抽選で豪華賞品が当たり
ます。

ル デュ

来夏、「兵庫テロワール旅～私の感動、その先へ。～」をテーマ
に JRと兵庫県が行う観光キャンペーン「兵庫デスティネー
ションキャンペーン」。これに先駆け、7月から9月にかけてプレ
キャンペーンを展開します。
（県観光振興課）

ラボ

JR西日本の

主要駅などで

公式ガイドブック
を

配布中！

1面に登場するテロワールを支
える人々をはじめ、テロワール
旅の魅力を伝える動画やモデル
コースも特設サイトで公開中。

特設サイトは
こちら

兵庫テロワール旅

「テロワール」とは、ワイン等の品種における、生
育地の特徴を指す言葉です。このキャンペーンで
は「テロワール」を、風土や歴史を深く知ること
で、その土地に芽吹き根付いた食や文化、伝統の
魅力をより強く受け取ろうとする〝いとなみ″と
捉え、それらのルーツ、受け継いできた人の想い
や技術に触れることのできる「旅」を提案します。

三木市のふるさと
納税返礼品にも
選ばれています。
1尾1,950円。注
文は電話かファク
スで同社へ。

04総P2-031A3
播州グラブのことを初めて知りました。これからも多くの人に使ってほしいと思いました。（洲本市・石田さん）読者の声2022（令和4）年7月号2 HYOGO



県や県内の企業・団体が進めるサステナブルな活動を紹介ひょうごのSDGs

SDGsの視点を県政に取り入れ、社会
課題の解決に取り組むとともにSDGs
先進県として兵庫のブランド力を高め
るため、5月、齋藤元彦知事を本部長
とする推進本部を設置しました。ま
ず、経済界、大学、自治体等と官民連携
組織を設立し、連携事業を実施してい
きます。また、内閣府が進める「SＤＧｓ
未来都市」※に、県が選定されることを
目指します。（県総合政策課）

マスク着用に関する基本的な考え方は下の表の通りです。特に夏場は熱中
症に注意しつつ、場面に応じて適切に対応しましょう。なお、ワクチン接種は
発症や重症化の予防に有効ですので、積極的に接種をお願いします。
（県新型コロナウイルス感染症対策本部）

ニジゲンノモリでは、アニメ「鬼滅の刃」とのコラボイベントを開
催中。日中はキャラクターパネルを巡って「謎解き」に挑むスタン
プラリー、夜は森の中を歩いてプロジェクションマッピングや音
などで再現された「鬼滅の刃」の世界観を楽しむ「ナイトウォーク
那田蜘蛛山」に参加できます。物語の中に入り込んだような体験
ができますよ。（㈱パソナグループ広報部 森川文音さん）

6「鬼滅の刃」の
世界を堪能しよう

廃棄漁網を再生した素材で
地球に優しいものづくり

兵庫県SDGｓ
推進本部が
始動

県総合政策課
●078-362-9006 ●078-362-4479

この情報は６月21日時点のものです。最新の情報に注意してください。

5 場面に応じて適切に
マスクを着脱しましょう

ニジゲンノモリ

※SDGｓの達成に向けた取り組みを積極的に進
める自治体を公募し、経済、社会、環境の３つの側
面からの統合的取り組みにより新たな価値を創出
する優れた提案を行った自治体を選定する制度

【選定都市（2022年6月現在）】
16道府県139市区町村、うち県内は５市町(明石
市、姫路市、西脇市、加西市、多可町)

海洋環境への負荷を軽減する商品の開発等を行う（一社）ALLIANCE FOR 
THE BLUE(以下、ＡＦＢ)のプロジェクトに県内の地場産品の工業組合が
参加。海洋プラスチックごみとして問題になっている廃棄漁網のリサイクル
生地を使用したシリーズを製造・販売しています。(取材・文  本紙編集部)

同シリーズは7,480円～7万
9,900円。Toyooka KABAN 
Artisan Avenueのオンライ
ンショップで購入できます。

オンライン
購入は
こちら

環境に配慮した活動を模索していた
2020(令和２)年秋、ＡＦＢの取り組

みを知り、賛同。豊岡鞄のメーカー11社による「For The Blue」
シリーズは、トートバッグやショルダーバッグなど多彩な27アイ
テムがそろいます。昨年10月の発売以来好評で、親子が環境問題
の勉強にと買い求めるケースもあるそうです。
県鞄工業組合 ●0796-23-7833 ●0796-24-2697

県鞄工業組合
(豊岡市)

今年1月、県鞄工業組合の取り組み
に続く形で「神戸シューズプレミアム

ライン」のサステナブルシリーズを発表。7社がそれぞれ手掛ける
7タイプ（各オーシャンブルー、ディープブルー、ブラックの3色）
が販売されています。また、すぐ捨てられることの多い紙製の箱
は廃止。代わりに靴と同素材のシューズケースを付けています。
日本ケミカルシューズ工業組合 ●078-641-2525 ●078-641-2529

日本ケミカルシューズ工業組合
（神戸市）

●淡路市楠本2425-2 ●0799-64-7061 ●0799-64-7063

会話を行う

屋
内（※

1
）

屋
外

屋
内（※

1
）

屋
外

身体的距離
（2ｍ以上を目安）
が確保できる

身体的距離が
確保できない

会話をほとんど行わない

着用を推奨
十分な換気など感染防止
対策を講じている場合は
外すことも可（※2）

着用の必要なし
図書館での読書、
芸術鑑賞等

着用の必要なし
公園での散歩、
ランニング、
サイクリング等

着用の必要なし
公園での散歩、
ランニング、
サイクリング等

着用を推奨
休憩室等

限定スペースでの
会話等

着用を推奨
通勤電車、
人混みの中等

着用を推奨
屋外イベントでの
近距離の会話等

着用の必要なし
徒歩での通勤など
屋外で人とすれ違う

ような場合

カラーはオーシャン
ブルー（左）、ディー
プブルー（右）など。

シューズケー
スは巾着袋と
して繰り返し
使用可能。

同シリーズは全て1万8,700円。
神戸シューズプレミアムラインの
ホームページで購入できます。

オンライン
購入は
こちら

吾峠呼世晴／集英社・アニプレックス・ufotable©

ニジゲンノモリ

「着用の必要なし」の場面のうち、高齢者と会う時や病院に行く際などハイリスク者と接する場合にはマスク着用を推奨　※1 外気の流入
が妨げられる、建物の中、地下街、公共交通機関の中など　※2 換気および距離が保たれた会議等で発言しない場合、着用の必要なし

ニジゲンノモリ×「鬼滅の刃」コラボイベント
9月30日㊎まで ●謎解きウォーク：12歳以上2,000円、11歳以下1,200円。ナイトウォーク：
12歳以上3,300～3,900円、11歳以下1,500～1,700円（時期によって変動）

きめつ やいば

なたぐも

ため池カードが気になったので、貯水量の多いため池を調べて訪ねてみます。（養父市・宮本さん）読者の声 HYOGO2022（令和4）年7月号 3



本年度から「ひょうごプレミアム
芸術デー」を設け、県立芸術文化
施設の無料開放や特別イベント
を行います。ぜひ、芸術文化に親
しんでください。（県芸術文化課）

旬トピ！

スタンプラリーも実施！

9 赤穂緞通の伝統柄をタオルに表現しました

手織りの敷物、赤穂緞通は日本三
緞通の一つに数えられる県の伝統
的工芸品です。もっと多くの人に知
ってもらいたいと、代表的な伝統柄
をプリントしたタオルを作りまし
た。普段は赤穂市福浦地区の耕作
放棄田で赤穂緞通の原料になる綿
花を栽培する傍ら、綿の開花に合
わせてまちおこしイベントを開催
しているのですが、昨年はコロナ禍
のため断念。人が集まらなくても赤
穂の魅力をPRできるものとして企

画しました。柄は「利剣」「蟹牡丹」
「御寮」など全部で８種類あり、誰
もが持ち歩きやすいようシックな
色合いに仕上げています。ポリエ
ステル100％のマイクロファイバー
製なので吸水性や速乾性に優れ、
山登りやジョギングなど屋外での
活動にぴったり。水を含ませて首
に巻くとひんやりと気持ち良く、夏
は特にお薦めです。
（福浦ふっくらcottonボランティア
代表 奥道一二美さん） ●090-7357-1864

福浦ふっくらcottonボランティア

1枚１,000円。赤穂観光協会や桃井
ミュージアム、坂越まち並み館など
で購入できます。

赤穂緞通タオル
２枚セットを

５人にプレゼント

応募方法は7面へ
（柄は選べません）

お土産としても
好評です♪

8 ひょうごプレミアム
芸術デーができました

丹波篠山市の県立篠山鳳鳴高校インターア
クト部がコロナ禍を機に地元を盛り上げた
いと作成した観光動画が、今年２月、観光甲
子園2021の日本遺産部門でグランプリを
獲得。部長の塩尻達平さんに活動内容など
を聞きました。（インタビュー 本紙編集部）

7 高校生目線で魅力を発信した動画が
グランプリを獲得

県立ミュージアム・スタンプラリー
●県社会教育課 ●078-362-9434 ●078-362-3927

7月12日㊋～12月30日㊎、県立美術館・博物館※5カ
所のスタンプを集めると、各施設で使える招待券を
プレゼント。さらに抽選で豪華賞品が当たります。

Q.部活の活動内容は。
地域の子どもたちの学習支援や募金活
動、国際交流などに取り組んでいます。
最近はコロナ禍の影響でそうした活動
ができなかったので、顧問の勧めで観
光甲子園に参加することに。動画の撮影
や編集は全員が初めてでしたが、デカン
ショ祭が中止になるなど地域に活気が
なくなっていたので、動画を機に丹波篠
山がもっと元気になればという思いで取
り組みました。
Q.観光動画で工夫した点は。
20代～40代の家族連れをターゲット
に、日帰り旅で楽しめる地域の魅力を紹
介しています。取材時に感じた丹波篠山
の魅力をデカンショ節の歌詞にして、本
校の篠山鳳鳴デカンショバンドに演奏し
てもらいました。それをBGMに、歌詞に
合わせた動画を展開しています。

Q.今後の活動は。
県内の旅行会社からの依頼で、市内を巡
る観光ツアーを企画し、当日は部員たち
がガイドするという話の具体化に動いて
いるところです。地域活性化につながる
ので、実現する日が楽しみです。

県立篠山鳳鳴高校インターアクト部  部員数 17人 ●079-552-0047 ●079-552-0653

動画制作に携わった２・３年生の部員たち。
一番左が塩尻さん。 期  間

7月12日㊋～18日㊊㊗

無料開放施設

県立美術館／横尾忠則現代美術館
／県立人と自然の博物館／県立考古
博物館／古代鏡展示館／県立円山川
公苑美術館／兵庫陶芸美術館

主な特別イベント

「演劇公演の舞台裏を見てみよう！～
舞台制作の流れと舞台技術を体験～」

観光甲子園の
作品はこちら

黒
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ひょうごプレミアム芸術デー
県芸術文化課 ●078-362-3146 ●078-362-4260

●7月12日㊋  ●ピッコロシアター

兵庫陶芸美術館兵庫陶芸美術館

県立美術館県立美術館

県立考古博物館県立考古博物館

※休館日はホームページ等で確認してください

※上記無料開放施設に加え、県立図書館、県立コウノトリの郷公園、
　県立兵庫津ミュージアム、但馬牛博物館も対象

だんつう かにぼたん

ごりょう

りけん

※事前申し込みが必要です。
　詳しくはピッコロシアターホームページへ

オリンピックでもずっと応援していたので、三浦璃来さんのインタビュー記事がうれしかったです。（三田市・安原さん）読者の声2022（令和4）年7月号HYOGO4



齋藤元彦、
今、みなさんと。

兵庫県知事

vol.008

300年の歴史を刻む淡路島なるとオレンジ
島のミルクと出合い
世界に誇れるジェラートが生まれる

の牛乳を多くの人に届けたいと考えた時、島の果物とも組み合わせやす
いジェラートが浮かびました。淡路島ならではの商品を作りたかったので。
齋藤　昔から大切に育まれてきたオレンジや牛乳から生まれるジェラート
には、地域の歴史や物語性が感じられ、観光客へのアピールにもなると思
います。

齋藤　今日は森果樹園の長屋門を改装したパーラーにお邪魔していま
すが、ここを設計したのは晶子さんだそうですね。もともと知宏さんはデ
ザイナー、晶子さんは建築士をされていたとか。
森知宏さん　今もデザインの仕事はしています。当初は週末農家のつもり
だったのですが、想像以上に農作業が多くて。結局、果樹園の仕事が9割を
占めています。
齋藤　最近は複数の仕事を掛け持つマルチワークという働き方がありま
すが、森さんは農業の傍らデザインや加工品作り、原さんは酪農とジェラ
ート店の経営と、まさにそれを実践されています。皆さんの生き生きとした
表情から充実した毎日を過ごされていることが
うかがえます。今後の目標などはありますか。
森晶子さん　加工品の販売を通して、淡路島な
るとオレンジを島内にもっと浸透させたいで
す。ゆくゆくは学校給食に使われるのが夢です。
原護さん　地元農家と取り組んでいる循環型
農業の強化です。うちの牛舎から出る堆肥を活
用して良質な野菜を生産するというサイクルを確立したいです。
齋藤　循環型農業は県としても推進していきたい取り組みの一つです。地
域の産業の担い手として、これからの一層のご活躍を期待しています。

齋藤　森さんご夫妻は、知宏さんのおじいさん
から果樹園を引き継いだそうですね。
森知宏さん　はい。今から150年以上前に、祖父
の祖父が山を切り開いて造りました。そこから祖
父、そして私と、不思議なことに一代飛ばしで継
いでいます。樹齢80年の木には今年もオレンジ
がたわわに実りました。
齋藤　淡路島なるとオレンジは、どのような果物
ですか。

森晶子さん　約300年前に淡路島で発見さ
れた固有種で、当時は徳島藩だったので「な
ると」と付いたそうです。糖度が高い半面、酸
味や苦み、風味も強いのが特徴です。皮がむ
きにくく種も多いので、生で食べるよりも加
工に向いています。私たちもジュースやサイ
ダーにして販売しています。

齋藤　限りなく原種に近いということですか。原さんも、そんなオレンジの
特徴を最大限に生かしてジェラートを作られているのでしょうか。
原あゆみさん　酸味があって香りが良い、収穫し始めの1月から2月のオレ
ンジを森さんから取り寄せています。皮も種も使い切ってジャムやピュー
レにし、自家製の牛乳で作ったジェラートに合わせ
て提供しています。
齋藤　護さんが牧場を継いだのは、どのような経
緯からですか。なぜジェラート店を開いたのかも興
味がありますね。
原護さん　就職で島を離れ、実家の牛乳のおいし
さを再認識したのが酪農に就いた理由です。自慢

生搾りに挑戦。果汁はすっきりとした
味わいでおいしかったです。

収穫作業にも挑戦しました。

鮮やかなグリーンのドアが目印の
ジェラート店「ベルデテネロ」。

森果樹園で販売しているオレンジ
ジュース（左）とミカンジュース。

酸味や香りが強いオレンジは加工に最適

マルチワークが充実した毎日をもたらす

原護さん・あゆみさん

2010（平成22）年、祖父が開業した南あわじ市の「シラ
ギク牧場」を継いで酪農家に。18年にはジェラート店
「ベルデテネロ」をオープン。搾りたての牛乳を使った
ジェラートを提供している。

森知宏さん・晶子さん

2016（平成28）年、洲本市にある「森果樹園」を知宏さ
んの祖父から引き継ぎ、淡路島なるとオレンジをはじ
め、温州みかんや白桃などを栽培。収穫期には併設の
パーラーでジュースの提供や加工品の販売も。

開館20周年を迎えた人と防災未来センターでの、河田惠昭センター長と知事の対談が良かったです。（神戸市・河合さん）読者の声 HYOGO2022（令和4）年7月号 5



田中徹夫  書作展

8月19日㊎まで9：00～17：00※土曜、日曜、祝休日は
休館 県公館(神戸市中央区) ①場所について：県儀
典室②展示内容について：県広報広聴課 ①078-362-
3823②078-362-3019 ①078-362-4468②078-
362-3903 県公館

書道文化の発展と普及に大きく貢献し、県文化賞を受賞
した書家の田中徹夫さんの大字かな作品を展示。風格や
気品に現代性を加味した壁面芸術が楽しめます。無料。

西行の歌

お弁当・おむすびコンテストの 
作品を募集

県内在住・在学の小・中学生、高校生に米食に親しんでもら
うため、県産食材を取り入れた「ごはん弁当」と「アイデア
おむすび」を募集します。

応募用紙
配布場所 県ホームページなど

区分
①あけてニッコリ！！わくわくお弁当コンテスト
②見て楽しい！食べておいしい！おむすびコン
テスト

テーマ
県産の農林水産物を取り入れ、①郷土色豊かで
手軽に作れるお弁当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

対象 県内在住・在学の①中学・高校生②小・中学生

応募方法
9月16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

県流通戦略課 078-362-3444 078-362-4276
お弁当・おむすびコンテスト

ぐるっと一周！美しい物あるよ兵庫県山椒で健康UP！いろどり弁当

昨年度最優秀賞作品

【催し】

特別展 
やきものを愉

た の

しむ 
―二人のまなざし―
神戸市在住の平井昭夫さん、
三浦徹さんから受贈した現
代陶芸のコレクションを紹
介。重要無形文化財保持者
の富本憲吉や濱田庄司、近代
陶芸を代表する河井寛次郎、
前衛陶芸を率いた山田光な
どの作品313点を展示します
（7月12日㊋～18日㊊㊗は無
料。詳細は4面参照）。
8月28日㊐まで10：00～

18：00（7月～8月の土曜、日
曜は9：30～）
兵庫陶芸美術館（丹波篠

山市）
一般600円、大学生500

円、70歳以上300円、高校生
以下無料（観覧料）

催し
079-597-3961
079-597-3967

兵庫陶芸美術館

【募集】

県統計グラフコンクール 
の作品
身の回りの出来事やニュー
スなどから関心のあること
について、さまざまなグラフ
で表現した作品。優秀作品
は全国コンクールに出品さ
れます。
小学生以上

◆課題＝自由（小学4年生
以下は自分で観察または調
査した結果をグラフにした
もの）
◆規格＝B2判、紙質・色彩
は自由（画用紙の提供あり、
詳細は要問い合わせ）

で9月2日㊎までに市

町の統計主管課または9月5
日㊊までに県統計課へ
県統計協会事務局
〒650-8567（住所不要）
078-362-4124
078-362-4131

兵庫県統計グラフコンクール

芸術文化観光専門職大学 
オープンキャンパスの 
参加者
大学の紹介や入試説明、模
擬授業のほか、キャンパスツ
アーや進学個別相談会など。
7月17日㊐10：30～17：00
同大学（豊岡市）
150人（抽選）
7月11日㊊までに 申

し込みフォームから同大学
地域協働課へ
0796-34-8137
0796-34-8124

芸術文化観光専門職大学

兵庫県職員行政B 
オンラインガイダンスの 
参加者
県の重要施策や職務内容、
勤務条件、採用試験の概要
などについて説明します。
高校2・3年生、短大生等
7月29日㊎13：30～16：00
200人（先着）
7月1日㊎～22日㊎に

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Ｂガイダンス

ひょうご五国フォーラム 
in 丹波篠山の参加者
1868（慶応4）年の新政府に
よる山陰道鎮

ち ん ぶ しち ん ぶ し

撫使派遣から
76（明治9）年の兵庫県編入
までの丹波地域の幕末維新
史を手掛かりに、豊かな地
域資源の成り立ちとその魅
力を語ります。無料。
7月23日㊏13：30～16：30
丹波篠山市立丹波篠山市

民センター
200人（抽選）
7月12日㊋までに住所、

氏名、電話番号、メールアド
レス、イベント名を （往復
はがき）または 申し込みフ
ォームから県地域振興課へ
〒650-8567（住所不要）
078-362-9014
078-362-3950

兵庫津ミュージアム

県営住宅の入居者
申込書は7月15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。
7月22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

県立但馬技術大学校 
オープンキャンパスの 
参加者
学校説明や各学科の体験実
習を実施。希望者には学生
寮の見学会も。
7月16日㊏、30日㊏、31日

㊐、8月21日㊐、2023年3月
19日㊐13：00～15：00（寮
見学会は15：10～16：00）
同校（豊岡市）
参加希望日の3日前ま

でに所定の申込書を ま
たは 申し込みフォームか
ら同校へ

〒668-0051豊岡市九日
市上町660-5
0796-24-2233
0796-24-0875

但馬技術大学校

障害者高等技術専門学院 
オープンキャンパスの 
参加者
①総合実務科②ものづくり
科、ビジネス事務科、情報サ

ービス科の訓練内容や就職
状況、入試日程等の説明の
ほか、各学科の授業体験も。
①知的障害者②身体障害

者、発達障害者とその保護
者、学校・施設等支援関係者
7月23日㊏①9：00～11：30

②13：15～16：00
同学院（神戸市西区）
①15人②各科5人（いず

れも先着）
7月20日㊌までに所定

の申込書を で同学院へ
〒651-2134神戸市西区
曙町1070
078-927-3230
078-928-5512

兵庫県立障害者

【試験】

県立大学大学院 緑環境
景観マネジメント研究科 
2023年度生（一般選抜）
緑環境による景観形成の知
識・技術を学び、自然と調和
した緑豊かな都市、地域を
市民や国、地方公共団体等
とともに実現する人材の育
成を目指します。
8月20日㊏（筆記試験、面接）
県民会館（神戸市中央区）
7月19日㊋～8月2日㊋

（消印有効）に必要書類を
で同大学淡路緑景観キャ

ンパス経営部学務課へ
〒656-1726淡路市野島
常盤954-2
0799-82-3455
0799-82-3124

緑環境景観マネジメント研究科

募集

試験

おいしいごはんを食べよう県民運動

月 火 水 木 金 土 日

1 2 3

4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17

18 19 20 21 22 23 24

25 26 27 28 29 30 31

77
JULY

さわやか提案箱 県政へのご意見・ご質問をお受けします。2022（令和4）年7月号6 兵庫県  さわやか提案箱

マンスリー・インフォ・インフォ この情報は6月21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。

詳しくは
ホームページに
掲載しています凡例 申し込み

方法
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

郵送　 電話　 ファクス　 Eメール
ホームページ　 持参

Check!
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グラウンド・ゴルフ各種プラン、ゴルフ宿泊
パック等もご用意しておりますので、ぜひ
ご利用ください！ 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。

アオノグラウンド・ゴルフ場	 	 	 0790-45-8166	 0790-45-0990
アオノゴルフコース	 	 	 0790-45-1556	 0790-45-0990
アオノスポーツホテル・テニスクラブ		 0790-45-1845	 0790-45-1848
〒675-2404	加西市油谷町639-3	 青野運動公苑

アオノゴルフコース

▲

 戦略性豊かな本格パブリックコース▲

 GPSナビゲーション搭載カート▲

 乗用カートでコース内に乗り入れで
きます（天候によります）

アオノスポーツホテル・
テニスクラブ

▲  

ホテル&コテージ130名宿泊可能▲  

テニスコート屋内４面・屋外16面▲

各種ご宴会承ります

グラウンド・ゴルフは青野運動公苑で！

昼食プラン 3,500円
① グラウンド・ゴルフ（回り放題）
② ご入浴（タオル貸し出し）
③お食事（松花堂弁当）

▲

 天然芝が魅力の３つの常設コース▲
 変化に富んだアンジュレーションあり▲

 日本グラウンド・ゴルフ協会認定▲

各種大会参加者受付中！

アオノグラウンド・ゴルフ場

おすすめ

毎週金曜は回り放題

プレゼント
クイズ

こちらからも
プレゼントに
応募できます

来夏、JRと兵庫県が行う観光キャンペーンのテーマは「兵庫
○○○○○旅～私の感動、その先へ。～」。○に入る言葉は何
でしょう。（ヒントは2～4面）
ケロワール　 セロワール　 テロワール

今月のプレゼント

❶ひのき香玉 … 1人
加古川市の障害福祉サービス事業所「ひまわりの郷」で、岡
山県産ヒノキを材料に一つ一つ丁寧に削り、磨き上げられま
した。お風呂に浮かべればリラックス効果のある香りに包ま
れ、森林浴気分が味わえます。１セット16個入り4,000円。
インターネットでも販売しています。
+NUKUMORI

❷4面で紹介の赤穂緞通タオル2枚セット … 5人

プレゼントの応募先はこちら

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7月15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

県広報広聴課「県民だよりプレゼントクイズ」係へ。

※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」コーナーで紹介する場合
があります。提供いただく個人情報は今後の紙面作りの
参考にするほか、プレゼントの送付とそれに係る業務に
利用します（①はNPO法人兵庫セルプセンター、②は福
浦ふっくらcottonボランティアから直接発送します）
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なんでも ランキングヒョーゴ なんでも ランキングヒョーゴ （本紙編集部調べ）（本紙編集部調べ）

標高が低い山
Theme

1 唐
か ら せ ん

船山（19ｍ）（赤穂市）
2 城山（28.2ｍ）（淡路市）
3 冑

かぶと

山（36ｍ）（姫路市）
4 金

き ん か め

亀山（39ｍ）（姫路市）
5 手柄山（49.2ｍ）（姫路市）

※ランキングデータは国土地理院の地図を基に作成。4位「金亀山」の読み方は諸説あり

国土地理院の地図を基に調査した結果、トップ10（全て70m未満）の8つを播磨地域が占める結果に。1位
の唐船山は、登頂時間が約2分。沈没船が土砂に埋まってできたとされ、山頂で足踏みをすると今でも音が
響くとか。ちなみに「灘のけんか祭り」で屋台を担いで登る山は残念ながら（？）ランク外でした。

県ヤングケアラー・若者ケアラー相談窓口 
078-894-3989（平日9：30〜16：30）  
yc@hacsw.or.jp 兵庫県  ヤングケアラー相談

家族の介護や看護、日常生活上の世話を担う「ヤングケア
ラー」「若者ケアラー」を支援する相談窓口を設けています。
「あの子はヤングケアラーではないか」「自分は若者ケアラ
ーかもしれない」と思ったら、相談してください。
ヤング
ケアラー

大人が担うような家事や家族の世話、介護、感情面
などのサポート等を行っている18歳未満の子ども

若者
ケアラー

家族へのケアにより、学業、就職、
結婚への影響が懸念される30代前
半までの若者

LINE
相談窓口は
こちら

県ヤングケアラー・
若者ケアラー相談窓口

と思ったら
もしかして

「ヤングケアラー」？

【お知らせ】

淡路夢舞台インスタグラム 
キャンペーン2022夏
淡路夢舞台の自然や建築
物、食事などの写真を
Instagramに投稿すると、
淡路島の特産品が当たりま
す。同施設公式アカウント
（@awaji_yumebutai）を
フォローし、ハッシュタグ「#
淡路島」「#淡路夢舞台」「#
夢舞台インスタ2022」を付
けて投稿してください。
8月31日㊌まで
同施設
0799-74-1000
0799-74-1001

淡路夢舞台インスタグラムキャンペーン2022夏

7月は「愛の血液助け合い 
運動」月間
病気やけがの治療に使われ
る血液製剤は、献血で提供
された血液から作られてい
ます。血液は人工的に作る
ことや、長期間保存すること

ができません。また、少子化
により10代～30代の献血
者が減っています。簡単に
献血の予約ができるウェブ
会員サービス「ラブラッド」
等も活用し、継続的な献血
に協力をお願いします。
県薬務課
078-362-3268
078-362-4713

愛の血液助け合い運動

夏の節電・省エネに 
努めましょう
● 冷房時は室温28度を超え
ない範囲で定期的な換気

●軽装で快適に過ごす
● 日中はブラインド等を 
使用

● 省エネ家電に買い替える
● 県の省エネ支援策の活用
（省エネの取り組みをサ
ポートする「うちエコ診
断」、蓄電・太陽光発電シ
ステムの導入支援など）
県環境政策課
078-362-4421
078-382-1580

兵庫  夏の節電・省エネ

お知らせ

2022（令和4）年7月号 7兵庫県  県民モニター県民モニター募集中 県広報広聴課 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。
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