
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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