
西日本有数の温泉地である岡山県の美作三湯（湯原・
奥津・湯郷）で、26人のアーティストが25の旅館など
にアート作品を展示する「美作三湯芸術温度2022」を
12月4日㊐まで開催します。宿泊者以外も自由に鑑賞
できるので、紅葉の季節に「温泉×アート」の不思議な
組み合わせを堪能してください。

温泉×アート！ 美作三湯芸術温度

岡山県発！
魅力直送便

兵庫県の魅力を全国に発信するとともに、
県外からの観光誘客を図るため、他県と 
紙面コーナーの交換を行っています。

Feel The Autumn 
in 淡路夢舞台

岡山県文化振興課
086-226-7903
086-233-5720

美作三湯芸術温度

詳しくは
こちら

森山知己「花卉草木 格天井屏風」（旅館 季譜の里で展示）

9月18日㊐、19日㊊㊗11：00～15：00

初日はキッズダンス、2日目はよさこいのステージを
開催。両日ともキッチンカーが出店し、淡路島グル
メが当たる抽選会も。入場無料、雨天中止。

同施設 0799-74-1000 0799-74-1001
淡路夢舞台

淡路夢舞台（淡路市）

＜催し＞

ひょうご五国巡回展 
「兵庫県のはじまり」
11月に県立兵庫津ミュージ
アム（神戸市兵庫区）がグラ
ンドオープンするのを記念
し、兵庫県誕生の歴史を紹
介するミニ展覧会を開催し
ます。無料。
9月1日㊍～25日㊐9：00

～18：00※月曜（祝日の場
合は翌日）休館
県立考古博物館（播磨町）
県地域振興課
078-362-9014
078-362-3950

兵庫津ミュージアム

空の日スペシャルイベント
空と空港に親しむ多彩なプ
ログラムを催します。
9月23日㊎㊗
コウノトリ但馬空港（豊岡
市）
◆プログラム＝①滑走路早
朝ジョギング②セスナ体験
飛行③体験タンデムスカイ

催し
ダイビング④フライトシミ
ュレーター体験⑤JALなり
きり制服体験⑥JALお仕事
講演⑦かなしきデブ猫ちゃ
んの読み聞かせ会
①100人②96人③4人

④午前・午後各8人⑤⑥同
各20人程度⑦同各50人程
度（①⑤〜⑦先着、②〜④
抽選）
①1,000円（小学生以下

500円）②6,000円（3人ま
で）③1万円④〜⑦無料

①～④は9月14日㊌ま
でに 申し込みフォームか
ら同空港へ。⑤～⑦は当日
受け付け
0796-26-1500
0796-26-1501

但馬空港

＜募集＞

おためし企業体験  
in HYOGOの参加者
県内で正社員として働きた
い人と企業とのマッチング
促進を目的に、職場見学や
業務体験などを実施しま

す。無料。
県内での就職を希望する

人
申し込みフォームか

ら㈱学情へ
06-6346-6303
06-6346-6838

おためし企業体験 in HYOGO

県歯及び口腔の 
健康づくり推進大会の 
参加者
歯と口腔のケアへの関心を
高めることを目的に開催し
ます。無料。
11月3日㊍㊗13：00～

15：30
県民会館（神戸市中央区）

◆プログラム＝大阪大学大
学院教授の天野敦雄さんの
講演、はとくち（歯と口）川
柳コンテストと県歯科衛生
士センターマスコット名募
集コンテストの入賞者の表
彰式、協賛企業のブース出
展など
250人（先着）
9月30日㊎までにe-ひ

ょうご 応募フォームから
県健康増進課へ
078-362-9109
078-362-3913

兵庫県 歯 大会

MY HYOGO MOVIE 
2022の動画作品
兵庫県の魅力発信につなが
る動画作品をプロ・アマ問
わず募集。グランプリ作品
には賞金20万円など。詳細
はホームページへ。

9月30日㊎までにSNS
に投稿の上、 申し込みフォ
ームから県広報広聴課へ
078-362-3016
078-362-3903

MY HYOGO MOVIE

県営住宅の入居者
申込書は9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。
9月22日㊍～29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 
（①経験者②障害者）
2023年4月1日採用の職員
採用試験。
①10月2日㊐②10月23日

㊐
◆試験案内配布場所＝県庁
受付、各県民センター・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

①9月16日㊎17：00
（受信有効）まで②9月1日㊍
～30日㊎17：00（受信有
効）に 申し込みフォームか
ら県人事委員会事務局へ。
②は も可
650-8567（住所不要）
078-362-9349
078-362-3934

兵庫県職員採用ポータルサイト

2022（令和4）年度 
自衛官等
自衛官候補生や航空学生な
ど10種目が対象。申し込み
方法や試験日は種目によっ
て異なるため要問い合わせ。
自衛隊兵庫地方協力本部
078-261-8600
078-261-9781

自衛隊兵庫地方協力本部

＜お知らせ＞

県立病院の 
選定療養費を改定
地域の診療所等と病院の役
割分担を推進するため、10
月1日㊏から一部の県立病
院を紹介状なしで受診する
際に負担する選定療養費が
改定されます。
◆対象の県立病院＝尼崎総
合医療センター、西宮病院、
加古川医療センター、はり
ま姫路総合医療センター、
丹波医療センター、淡路医
療センター、こども病院

各県立病院（電話番号は
ホームページを参照）

兵庫県 病院局

後期高齢者医療費の窓口 
負担割合を一部見直し
10月1日㊏から、75歳以上
で一定以上の所得がある人
（現役並み所得者を除く）は
窓口負担が1割から「2割」
になります。詳しくはホーム
ページへ。
兵庫県後期高齢者医療広

域連合
078-326-2612
078-326-2744

兵庫県後期高齢者医療広域連合

募集

試験 お知らせ
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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9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8月22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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