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「丹波焼陶器まつり」は毎年楽しみにしています。どんな器と出合えるか、わくわくします。（丹波篠山市・細川さん）読者の声2022（令和4）年11月号2 HYOGO
04総P2-064A3

医療機関を受診して陽性が判明した発生届出対象外者の
うち、宿泊療養や支援物資を希望する人は「陽性者登録支
援センター」への登録をお願いします。また、症状悪化時の
健康相談などは既存の「自宅療養者等相談支援センター」
を活用できますのでご安心ください。

10月から乳幼児へのワクチン接種が始まっています。コロナワクチンはオミクロン株
流行下でも有効なことから、小児や乳幼児を含め、広く接種に努めていただくことと
なりました。子どものワクチン接種の相談に対応する「兵庫県新型コロナワクチン小児
接種専用相談ダイヤル」を設置しています。
また、小児接種の必要性や有効性を解説し
た動画を作成しましたので、動画も参考に
してワクチン接種を検討してください。
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摂津（神戸・阪神）
～Timely Topics in HYOGO～旬トピ！ 1［県全域］

1 県民の皆さんへ協力のお願い ～Withコロナの新たな段階への移行に向けて～
９月26日から全国一律で、新型コロナウイルス感染症の発生届出の
対象者を限定したことに伴い、県では新たに「陽性者登録支援セン
ター」(神戸市、姫路市、尼崎市、西宮市、明石市在住の人は除く)を

開設しました。県民の皆さんは引き続き、基本的な感染対策の徹
底や積極的なコロナワクチン接種等の取り組みにご協力をお願い
します。（県新型コロナウイルス感染症対策本部）

2 変わらぬ姿で150余年
明石海峡の安全を守り続けています

淡路市の北端、明石海峡を見渡す標高約40mの地に石造りの灯
台が立っています。その名は江埼灯台。明治維新を前に、兵庫開
港に備えて瀬戸内海に計画された５灯台の一つで、英国人技師の
設計・指導により建設されました。今も現役で、1871(明治４)年
の初点灯以来、海峡の安全を見守り続けています。現存する西洋
式灯台では全国で3番目に古く、海路の近代化に取り組んだ明治
政府の海上交通政策を知る上で貴重な建造物として今年2月、国
の重要文化財に指定されました。震災など数々の苦難を乗り越え
た白亜の灯台は、これからも海峡を行き交う船を光で導きます。
（神戸海上保安部交通課長 丸橋隆也さん）

「陽性者登録支援センター」を新設しました

今月の表紙

※神戸市、姫路市、尼崎市、西宮市、明石市在住の人は支援策が
　異なります。各自治体のホームページで確認してください

※通常灯台敷地内は立ち入り禁止

乳幼児(6カ月～4歳)および小児(5歳～11歳)のワクチン接種をご検討ください

円筒形の灯台と平屋根の付属舎から成るユニークなフォルム。
高さ8.3ｍの塔頂部にはレトロな風向計も。

10cmほどず
れた外壁に震
災の爪痕が残
ります。

灯台ごとに光
り方が異なり、
江埼灯台では
赤と白の光が
レンズを通して
5秒ずつ交互に
放たれます。

兵庫県新型コロナワクチン
小児接種専用相談ダイヤル
　0570-004-588（9時～17時30分） 
　078-361-1814
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発生届出対象者

発生届出対象外者

①65歳以上の人
②入院を要する人
③重症化リスクがあり、コロナ治療薬の
　投与または酸素投与が必要な人
④妊婦

医療機関に入院
(入院療養)

宿泊療養施設に入所
(宿泊療養)

自宅療養

体調不安、悪化時等の相談

上記①～④以外の人

陽性者の療養の流れ

自己検査で陽性が判明した人

希望者は陽性者登録
支援センターに登録

自宅療養 希望者は陽性者登録
支援センターに登録

自宅療養

体調不安、悪化時等の相談

宿泊療養の依頼、
食料等物資配送の依頼

●神戸海上保安部交通課
　078-327-8835 　078-327-8836 神戸海上保安部　江埼灯台

動画は
こちら

〈新設〉

自宅療養者等相談支援センター
　　は該当者のみに知らされます

陽性者登録支援センター
　078-371-2855（9時～18時）
　078-371-2730

新型コロナ健康相談コールセンター
　078-362-9980 　078-362-9874

ここにレンズとランプが
設置されています



西播磨に130以上もの山城があったのは知りませんでした。行ってみたいです。（高砂市・占部さん）読者の声 HYOGO2022（令和4）年11月号 3

最初の兵庫県庁舎を復元した「初代県庁館」と博
物館施設「ひょうごはじまり館」から成る県立兵
庫津ミュージアム。建設中だった「ひょうごはじま
り館」がこのほど完成し、いよいよ11月24日㊍に
グランドオープンします。（取材・文 本紙編集部）

5 ひょうごはじまり館で県の成り立ちや魅力を楽しく学ぼう

世界各地の学生が一堂に会し
国際問題について議論する模
擬国連世界大会（NMUN）が、
11月20日㊐～26日㊏に神戸
で開催されます。NMUNは毎
年2回、春はニューヨークの国
連本部で、秋は各国の参加大
学をホスト校として実施。日本
で開催されるのは今回が２度
目で、前回に続き神戸市外国語大学がホスト校を務め、学生ボランティ
アスタッフ約200人を動員し、準備を進めています。今大会は「平和」を
テーマに11カ国44大学・団体から342人の学生が参加。戦争だけでな
く、コロナ禍で心身を病む人々、経済状況の悪化などさまざまな問題に
ついて議論し、「本当の平和とは何か」を考える大会にしたいと思って
います。（NMUN・Japan-Kobe 2022事務総長 辻岡千明さん）

3「本当の平和」について神戸で議論
丹波市の里山に自生する低木ヒメクロモジを、
多可町の山中に湧き出る名水「松か井の水」を
使って蒸留し、エッセンシャルオイルを抽出して
います。当社は通所介護施設を運営しており、3
年ほど前に「ヒメクロモジから、香りにリラック
ス効果や抗菌作用のある成分が含
まれる精油が取れるらしい」との話
を聞いて、機械を自作し抽出してみ
ることに。かんきつ類のような爽や
かな香りで、施設の利用者さんにも
使ってもらっています。緑豊かな丹
波の里山の風景を思い浮かべなが
ら、香りを楽しんでください。
（㈱かどの代表取締役 八尾正幸さん）

4 丹波の里山の香りに癒やされて

ヒメクロモジ
エッセンシャルオイル5mlと
ウッドペンダントを
4人にプレゼント
応募方法は7面へ

ひょうごはじまり館の見どころ

左から辻岡さん、事務総長補佐の
ヒキタ・キーシャさん。

今春のニューヨーク大会の様子。実際の国連と同じく総会のほか、
経済や安全保障などテーマごとに議場を分けて実施します。

伐採したヒメクロモジを持つ八尾さん（左）と取締役の今村
邦夫さん。「数年で2、3mに育つため、定期的な伐採は里山の
整備にもつながります」

　県立兵庫津ミュージアム
　神戸市兵庫区中之島2-2-1
　一般300円、大学生200円、高校生以下無料
　（特別展会期中は料金が変動）
　078-651-1868 　078-651-1869
※月曜（祝休日の場合は翌日）、年末年始は休館
兵庫津ミュージアム

　神戸市外国語大学
　経営グループ企画広報班
　078-794-8106
　078-792-9020

　㈱かどの 里山ラボ
　0795-82-8355 　0795-82-4701

「ヒメクロモジ エッセンシャル
オイル」5ml入り5,500円。地元
出身の孝女「森安小春」にあや
かり「KOHARU ORGANIC」と
命名。丹波市のふるさと納税返
礼品にも選ばれています。

購入は
こちら

神戸大会に
ついて詳しくは
こちら

模擬国連とは
国際連合の会議をシミュレーションする教育活動。
参加者は担当国の外交官として、その国の利害を代
弁して交渉・議論を重ね、問題解決への合意形成を
図ることで実際の国際問題への理解を深めます。

開館記念フォーラム
田辺眞人名誉館長の講演
や地域資源関係者による
鼎談を実施します。
　12月18日㊐
　13時30分～16時30分
　ひょうごはじまり館　　
　140人（抽選） 　600円

12月5日㊊
までに

要申し込み

ゲーム感覚で中世の兵庫津のいけすで
魚捕り体験ができる「いけすdeタッチ！」
など、参加型のコンテンツを多数設置。

■最新！体験コンテンツ
横幅13mのダイナミックシアターで、兵
庫県成立時の激動ドラマをミュージカル
に仕立てたショートムービーを上映。

■圧巻！ひょうごダイナミックシアター
五国各地の魅力を見て、
触れて、学べるエリアを
設置。

■発見！兵庫五国の魅力

初代県庁館

ひょうごはじまり館

申し込みは
こちら

ていだん



障害者スポーツに卓球バレーという種目があることを初めて知りました。（伊丹市・増元さん）読者の声2022（令和4）年11月号HYOGO4

旬トピ！

8 日本で最も多くの言葉が分かるトドです

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

国際ビーチクリーンアップとは。
アメリカの環境保護団体が始めた取
り組みで、私たちは9月下旬の世界一
斉デーの他、4月にも活動しています。
回収したごみを規定の50種類に分け、
そのデータを基に業界団体へごみを
出さないための改善策などを提言し
ています。
最も多いごみの種類は。
長い間たばこのフィルターでしたが、

ここ10年はプラスチック破片に変わり
ました。わずか数ミリの破片でも、魚が
餌と間違って食べてしまうと生態系に
悪影響を及ぼします。
環境保全のために私たちができることは。
「自分のごみは自分できちんと処分す
る」という意識を持つことです。何気な
く捨てた小さなごみは風に飛ばされ
側溝へ転がり、やがて海へ流れます。
一人一人の「これくらいなら…」という
軽い気持ちが海洋汚染を招くのです。

9月下旬に世界約100カ国で漂着ごみの
回収と調査を行う「国際ビーチクリーン
アップ」。この活動に賛同し、1991（平成3）
年から須磨海岸のごみのデータ化に取り
組んでいる「クリーンアップ関西事務局」
（神戸市）の共同代表、原賢治さんに海洋
ごみの現状などについて聞きました。
（取材・文 本紙編集部）

城崎マリンワールドの雌のトド「ハマ」（13歳）は、「人
間の言葉が分かる」と人気を集めています。一般的に
水族館のトドは飼育員のハンドサイン（身振り手振り）
とボイスサイン（言葉）に反応して技を披露しますが、
ハマは8年前、飼育員の声の指示だけで「敬礼」をした
ことからボイスサインによるトレーニングを本格的に
開始。21種類の言葉を認識できるようになった2018
（平成30）年、全国海獣技術者研究会で発表したとこ
ろ、「日本で最も多くの言葉を聞き分けられるトド」と
認められました。「他のトドよりも記憶力が格段に優
れ、現在は50種類まで理解しています。近いうちに
60種類に到達するでしょう」と飼育員の堤和樹さん
は期待を寄せます。（取材・文 本紙編集部）

漂着ごみの内訳を調査し
ごみを出さない対策につなげます

全国豊かな海づくり大会を
兵庫で開催します

※活動報告や調査スタッフの募集など詳しくはホームページへ

クリーンアップ関西事務局

　城崎マリンワールド 　豊岡市瀬戸1090
　0796-28-2300 　0796-28-3675
城崎マリンワールド ※トドのショーは1日4回。詳しくはホームページへ

ベ～

新しい技を覚えるため、
毎日午前と午後に20分ずつトレーニングに励んでいます。

今年の秋の活動は10月2日に実施。
ホームページ等で募集した53人が参加しました。

クリーンアップ関西事務局
1991年発足。春と秋の須磨海岸での調査に
加え、不定期で但馬海岸や県外でも実施。30
年間の活動が評価され、2021年度の「地域再
生大賞」の優秀賞を受賞。

これも技の一つです。

ご
ろ
ー
ん

「全国豊かな海づくり大会」は、海や川などの環境保全や水産
業の振興を目的に毎年行われている国民的行事。今年は明石
市で開催し、豊かな海の再生に取り組む兵庫を全国にアピー
ルします。県民の皆さんが参加できる関連行事として、「豊か
な海づくりフェスタ2022」や各地サテライト会場でのイベン
トも。ぜひこの機会に兵庫の海の魅力を体感してください。
(第41回全国豊かな海づくり大会兵庫県実行委員会事務局)

　11月12日㊏、13日㊐
大会テーマ：広げよう 碧く豊かな 海づくり

あお

●第41回全国豊かな海づくり大会兵庫県実行委員会事務局
●078-362-9291 　078-362-4023
第41回全国豊かな海づくり大会

▶豊かな海づくりフェスタ2022〔県立明石公園〕

主
な
イ
ベ
ン
ト

12日㊏：

▶サテライト会場(13日㊐のみ)
○妻鹿漁港　ぼうぜ鯖まつり(姫路市)
　ぼうぜ鯖の刺し身の振る舞い、魚とのふれあいコーナーなど

○浜坂漁港　浜坂みなとカニ祭り(新温泉町)
　カニ汁の振る舞い、麒麟獅子舞のステージなど

○道の駅「あわじ」　淡路水産まつり（淡路市）
　淡路島3年とらふぐのてっさの振る舞い、パネル展示など

※タイムテーブルなど詳しくは大会公式ホームページへ

※全会場共通：「海づくり大会」の中継、地元特産品の販売

さかなクントークショー、シゴセンジャーショーなど
「海づくり大会」の中継、
さかなのおにいさんかわちゃんトークライブなど

13日㊐：



兵庫県がドローンの先進県とは知らず、驚きました。映像で気軽に観光体験ができるのはいいですね。（三木市・西海さん）読者の声 HYOGO2022（令和4）年11月号 5

齋藤元彦、
今、みなさんと。

兵庫県知事

vol.012

兵
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昼網

地球にもやさしい漁業を応援

兵庫県では1982（昭
和57）年に旧城崎郡
香住町で行われた第
2回以来、全国初と
なる2回目の開催。

漁業の現場を見て、明石の海の魅力や
課題を知ることができました。「全国豊かな海づく
り大会」では兵庫の取り組みを全国に向けてしっ
かりPRしたいと思います。また、兵庫県では、海藻
を活用して海で二酸化炭素を減らす「ブルーカー
ボン」に注目しています。瀬戸内海を中心に行わ
れているノリの養殖などを〝脱炭素 につながる
産業として支援していきます。

齋藤　豊かな海の再生に向け
て、明石浦漁協で取り組まれて
いる「海底耕うん」とはどのよ
うなものですか。
戎本さん　重さ120kgの「耕う
ん桁」を漁船につないで海底を
耕すことで、海水に栄養塩が増
え、魚が生息しやすい環境をつ
くります。

齋藤　取り組みを紹介する動
画も制作し、農林水産大臣賞
を受賞されました。続編の動画
には槌井智久さんも出演され
たそうですね。
槌井（智）さん　ため池の水を
抜いて川に流す「かい掘り編」
の動画に参加しました。漁師に
なってまだ4年目で知らないこ

とが多かったので、勉強になり
ました。
齋藤　かい掘りにはどのよう
な効果があるのですか。
戎本さん　栄養豊富な池の水
が海に入り、海底耕うん同様、
海の生き物の生息を支えます。
高齢化により中断していまし
たが、若手漁師にも手伝っても
らい、農家と協力して再開しま
した。
齋藤　槌井章泰さんは若くし
て船長をされていますが、漁師
歴何年ですか。
槌井（章）さん　今年で18年目
になります。二人でごち網漁を
しています。
齋藤　頼もしいですね。明石の
海を一緒に活性化していきま
しょう。

若手漁師も活躍
明石市内の
ため池で行
われたかい
掘りの様子

朝水揚げされた魚は、いけすプール
のある漁協の共販所で「活魚」のま
ま昼前に競りにかけられ午後から店
に並ぶことから、「昼網」と呼ばれて
います。

詳細は
こちら

海底耕うんのイメージ図

けた

■ハモさばきに挑戦！
明石市内にある兵庫県水産会館では兵庫県漁業協同組合連合会
SEAT-CLUBが週に2～3回、魚のさばき方教室や料理教室を開催
しています。参加した教室ではハモのさばき方を教わりました。

兵庫県漁業協同組合連合会 SEAT-CLUB
魚を使った料理教室や食育を目的とした県内の小中学生
への出前教室などを通じ、魚食の普及に取り組んでいます。

みんなで
豊かな海を
守ろう

11月12日㊏、13日㊐、明石市で「第41回全国豊かな海づくり
大会兵庫大会」が開催されます。豊かな海の再生に取り組む明石
浦漁業協同組合を訪ね、兵庫の海づくりの未来を探りました。

貴重な海洋資源を
未来に残していくために

左から、明石浦漁業協同組合組合長の戎本裕明さん、知事、ごち網漁を見せてくれた槌井章泰さん、智久さん。

楕円（だえん）形の網の両端に付いた網を引いて魚を網目に絡ませ傷めずに
漁獲する伝統漁法「ごち網漁」。明石では主にタイを取る時に用いられます。



特別展 ボストン美術館所蔵
THE HEROES 刀剣×浮世絵

-武者たちの物語

メルカリShopsと鳥取県がコラボして、鳥取県の特
産品が買える「メルカニShops」を蟹取県公式サイ
トにオープン。「宿泊チャレンジ」では県内の対象施
設に宿泊、応募した人の中から抽選で毎月100人に
「鳥取県の旬のカニ」をプレゼントします。SNS投稿
で豪華賞品が当たる「#推し旅チャレンジ」なども展
開。期間は2023年2月末まで。

蟹取県ウェルカニキャンペーン

鳥取県発！
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。

鳥取県庁観光戦略課
0857-26-7271
0857-26-8308

かにとりけん

詳しくは

11月20日㊐までの10：00
～18：00※月曜休館 県
立美術館（神戸市中央区） 
一般1 ,800円、大学生

1,400円、高校生以下無料、
70歳以上900円（観覧料） 
同館 078-262-1011 
078-262-0903

ボストン美術館が所蔵する
世界屈指の日本美術コレク
ションの中から、軍記物語
や武勇伝説に登場する英雄
を描いた武者絵118点、秘
蔵の刀剣などが里帰り。江
戸時代の人々を熱狂させ
た、菱川師宣、北尾政美、歌
川国貞など有名絵師が描い
たヒーローたちの活躍を紹
介します。

歌川国芳「小子部栖軽豊浦里捕雷」
天保5～6（1834～35）年頃 
Bequest of Maxim Karolik 
Photograph © Museum of Fine 
Arts, Boston

ボストン美術館の武者絵は全て日本初出品！
〈催し〉

特別展 北澤美術館所蔵 
ルネ・ラリック 
アール・デコのガラス 
モダン・エレガンスの美
1920年代初頭のアール・デ
コの時代に活躍したフラン
スを代表するガラス工芸家、
ルネ・ラリックの作品の中か
ら、名品を厳選して紹介。
11月27日㊐まで10：00

～18：00※月曜休館
兵庫陶芸美術館（丹波篠

山市）
一般1,200円、大学生900

円、高校生以下無料（観覧料）
同館
079-597-3961
079-597-3967

兵庫陶芸美術館

標本のミカタ 
ノミ博士が集めた世界の 
昆虫コレクション
ノミ類の研究で世界的に有
名な故阪口浩平さんが収集
した標本を展示。研究員が解
説するギャラリートークも。
無料（本館は別途入館料が

催し
必要）。
11月13日㊐10：00～17：00
県立人と自然の博物館コ

レクショナリウム（三田市）
同館
079-559-2001 
079-559-2007

ひとはく

しごと体験わくわくランド
2022  
ひょうご専門学校フェスタ
県内20の専修学校が集結。小
学生から高校生まで楽しめる
職業体験ブースやステージイ
ベントのほか、進路相談コー
ナーも。入退場自由。無料。
11月19日㊏13：00～17：30
デュオ神戸イベントスペ

ース（神戸市中央区）
（公社）兵庫県専修学校各
種学校連合会
078-391-7010
078-391-7011

ひょうご専門学校フェスタ

ひょうご皮革総合フェア 
2022
皮革製品の展示・即売やレ
ザーファッションショーな
ど。たつの市皮革まつりと

同時開催。入場無料。
11月19日㊏10：00～

16：00、20日㊐9：00～
16：00
たつの市総合文化会館赤

とんぼ文化ホール、たつの
市青少年館
県皮革産業協同組合連合

会
079-285-3872
079-285-3268

ひょうご皮革総合フェア

〈募集〉

県立大学政策科学研究所 
主催 2022年度第2回シン 
ポジウムの参加者
「脱炭素社会の『未来』を拓く
『アンモニア』の可能性」をテ
ーマに開催します（Zoom配
信あり）。無料。
11月22日㊋18：00～20：00
県民会館（神戸市中央区）
会場150人、オンライン

300人（いずれも先着）
11月15日㊋までに

申し込みフォームから同大
学政策科学研究所へ
078-794-5302
078-794-6218

政策科学研究所

看護フェアの参加者
腹話術師のやないあつ子さ
んや北海道医療大学名誉教
授の石垣靖子さんの講演、
進学や就職など看護にまつ
わる相談コーナーなど。
看護職、看護学生
11月26日㊏10：00～15：00
県看護協会会館（神戸市

中央区）
会場200人、オンライン

300人（いずれも先着）
11月24日㊍までに

申し込みフォームから県看
護協会ナースセンターへ
078-341-0240
078-341-0340

兵庫県看護協会 看護フェア

WEB企業魅力発信フェア 
の参加者
ひょうご仕事と生活のバラ
ンス企業表彰を受けた県内
の約50社が参加する、オン
ライン合同説明会。特設サイ
トで参加企業のPR動画の公
開も。入退場自由。無料。
2024（令和6）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
学生
12月10日㊏10：30～16：10

申し込みフォームか
ら㈱ダイネンヒューマン
plusへ
0120-431550
079-281-3303

企業魅力発信フェア

県営住宅の入居者
申込書は11月18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。
11月25日㊎～12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

〈助成〉

戦没者等の遺族に対する 
特別弔慰金
戦没者等の尊い犠牲に敬意

を払い、遺族に特別弔慰金
を支給します。
2020年4月1日時点で恩

給法などに基づく年金受給
権者（戦没者等の妻や父母
等）がいない場合、戦没者の
死亡当時の遺族のうち先順
位の1人（ほか要件あり）
額面25万円、5年償還の

記名国債
2023年3月31日㊎までに

住所地の市区町の援護担当
課へ
市区町の援護担当課また

は県地域福祉課へ
078-362-3204
078-362-4262

戦没者遺族

ひょうごインスペクション 
（建物状況調査）の実施費用
安全安心な中古住宅の流通
を促進するため、売買予定
の住宅の劣化状況などの調
査に要する費用の一部を補
助します。
県内にある既存の戸建て

住宅（ほか条件あり）
上限2万5,000円

指定事業者へ直接また
は必要書類を県住宅政策
課へ
078-362-3581

募集

助成・貸付

兵庫県立美術館

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

1111
NOVEMBERマンスリー・インフォ・インフォ この情報は10月19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

スポーツの秋は、青野運動公苑でグラウンド・ゴルフを楽しみませんか？！

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

今年の「全国豊かな○づくり大会」は11月12日㊏、13日㊐に
明石市で開催されます。○に入る言葉は何でしょう。（ヒント
は2～4面）
海　 池　 森

今月のプレゼント

❶コーヒーギフトセット ドリップバッグ … 2人
神戸市長田区の障害福祉サービス事業所「みらいおもいけ
園」で、1杯分ずつ個包装したドリップバッグのセット。2種
類の本格的なブレンドコーヒーを手軽に楽しめます。100g
（10g×10袋）1,400円。インターネットでも販売しています。
  +NUKUMORI

❷3面で紹介のヒメクロモジエッセンシャルオイ
ルとウッドペンダント … 4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11月18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㈱
神戸新聞総合印刷から直接発送します）

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）

1位の但馬地域は西日本でも有数の米どころ。おいしいのはもちろん、「かにのほほえみ」「俺たちの武勇田米」など
ネーミングセンス光る個性的なブランド米が多数。一方、5位の神戸・阪神地域はパン文化が根付いている証拠！？
ちなみに、神戸が食べているパンは、丸くないけどメロンパン。詳しくは兵庫五国連邦（U5H）ホームページで！

変
わ
っ
た
名
前
…

1 但馬（67.8％）

2 丹波（63.3％）

3 播磨（51.4％）

4 淡路（50.0％）

5 神戸・阪神（41.0％）
※ ランキングデータは「令和3年度ひょうご栄養・食
生活実態調査」を基に作成（週1回以上朝食にご
飯を食べる人の割合が高い地域順にランキング） 画・もぐら

朝食にご飯（米）を食べる人が多い地域
Theme

ひょうごを旅しよう
キャンペーン・ワイド

ひょうごを旅しようキャンペーン
事務局 078-599-7752（9：30
～17：00） 

県内各地をお得に旅しませんか。予約・
販売先は、宿泊施設と旅行会社のいず
れかです。

●  10月11日以降に販売・予約されたもの
●  ｢ひょうごを旅しようキャンペーン・ワイド対象」「全国旅行支援対

象」と明示されたもの
●  新型コロナワクチン3回接種または医療機関や薬局等が発行した

PCR検査、抗原定量検査、抗原定性検査で陰性確認された人の利用

条
件
等

交通付き宿泊旅行（旅行会社での申し込み）
1人当たり 最大8,000円を支援

上記以外の旅行 1人当たり 最大5,000円を支援

さらに
県内の土産店や観光施設等で利用できるクーポン
券を1人最大3,000円分※配布！ ※平日の場合

※上限に達し次第、受け付け終了

詳しくは

12月20日㊋まで

078-362-9458
ひょうごインスペクション 補助

〈お知らせ〉

県内で一斉に 
津波の避難訓練を実施
南海トラフ地震と日本海沿
岸地域地震の津波浸水想定
区域内にある15市3町を対
象に、避難訓練を実施しま
す。当日10時過ぎに避難を
呼びかける緊急速報メール
が携帯電話に届きます。適
切な避難行動を取り、津波
に備えましょう。

11月2日㊌10：00～
県災害対策課
078-362-9810 
078-362-9911

兵庫県津波一斉避難訓練

11月は「歯及び口腔の 
健康づくり推進月間」
口
こ う く うこ う く う

腔の健康は全身の健康に

もつながることから、県で
は、いつでも、どこでも、県民
の誰もが生涯にわたって切
れ目のない歯科保健医療サ
ービスを受けられる体制の
整備を推進する「歯及び口
腔の健康づくり推進条例」
を4月1日に施行。11月8日が
「いい歯の日」であることに
ちなみ、11月を推進月間と
し、普及活動を展開します。
県健康増進課
078-362-9109
078-362-3913

11月11日㊎～17日㊍は 
「税を考える週間」
小中学生による税に関する
書道やポスター、作文の入
賞作品のパネル展を県内各
地で開催するほか、税に対
する理解を広めるための取
り組みを展開します。
県税務課
078-362-3086
078-362-3906

お知らせ

2022（令和4）年11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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