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NPO、企業、大学、行政等がネットワークをつくり、互いにフラットな関係で、協働し
て子育て支援について取り組む「ひょうご子育てコミュニティ」の総会・大懇談会が、７月
１１日（木）神戸勤労会館で開催されました。
会員による総会に引き続き開催された大懇談会
では、約５０名の参加者が「ひょうご子育てコミュ
ニティで何を実現したいか」や「どんなことができ
るか」について、地域別にグループを作り、現状と
課題を確認しながら積極的に意見交換が行われま
した。会場は終始和やかな雰囲気で、参加者も「新
しい出会いや発見があって良かった」「賑やかに交
流ができ、今後の地域での取組みにも活かしたい」
と、良い刺激になったようです。
(問)県少子対策課 078‑362‑4185

8 月 1 日から、ハローワーク神戸と兵庫県
が連携して、再就職をめざす女性を応援するた
め、県立男女共同参画センター（イーブン）の
「女性就業相談室」にハローワーク相談窓口を
開設します。
これまで実施してきた、個別相談やグループ
相談会、再就職等に向けたセミナーとあわせ
て、職業紹介までがワンストップで受けられる
ようになります。
求人検索機の利用や職業相談・職業紹介が受
けられるだけでなく、ベビーカーを横に求人検
索機や職業相談が受けられる広いスペースや
キッズコーナーがあり、お子様連れでも利用し
やすくなります。ぜひ、ご活用ください。
場所：県立男女共同参画センター（イーブン）
（神戸市中央区東川崎 1‑1‑3 神戸クリス
タルタワー７階・JＲ神戸駅歩３分）
利用時間：月曜日〜金曜日 午前９時〜午後 5
時（土・日・祝日、年末年始は休み）
(問)県立男女共同参画センター078‑360‑8550
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今回は小野市ふれあい交流館エクラを
訪問し、
「子育てママ・パパのおしゃべり
ルーム」を取材しました。取材当日は、
大勢の親子連れが集まり、平日にもかか
わらずパパも参加していました。この日
は栄養士による栄養相談も行われていま
した。
また、県立こども
の睡眠と発達医療セ
ンター長小西先生に
子どもの睡眠につい
て話を伺っています。
ぜひご家族揃って番組をご覧下さい！
○放送日 サンテレビ
8 月 10 日（土）8：30〜8：45
（再放送 8 月 17 日（土）17：45
〜18：00）

「ひょうご仕事と生活の調和推進企業宣言」がスタート！
７月１２日（金）、兵庫県西播磨総合庁舎で、
西播磨地域子育て合同研修会が開催されまし
た。日本道徳教育学会名誉会長で、関西学院大
学元教授の横山利弘先生を講師に迎え、「現代
のこどものこころの特徴とその指導」というテ
ーマで講演していただきました。
人の「こころ」は見えないが、行動や言葉を
通じて見ることができる。子どもの表面的な問
題行動を「直せ」と言うのではなく、問題行動
に至った背景と子どもの「こころ」を理解しよ
うとすることが、
指導にとって大切
なことというお話
に、７０名の参加
者は深く聞き入っ
ていました。
(問)西播磨県民局県民室

宣言企業になれば

無料でサポートします！

■ 多彩な専門家（社会保険労務士、中小企業診
断士、キャリアカウンセラー等）が課題解決
や、職場研修などをお手伝いします。
■ 先進事例など、様々な情報を提供します。
■ 各種助成金が活用できます。
■ 宣言企業名を県やセンターHP、学生向け情報
誌等に掲載します。
詳しくは ひょうご仕事と生活センター まで
TEL 078-381-5277 http://www.hyogo-wlb.jp/

0791‑58‑2124

「奇跡のクラーク・コレクション」の見
どころを担当学芸員がわかりやすく解説
します。展覧会を見る前にぜひどうぞ！
◆日時：8 月 24 日（土）13:30〜14:00
◆場所：レクチャールーム
◆参加費：無料
◆対象：小学生以下のこどもとその家族
◆募集人数：先着 100 名

保育所機能、幼稚園機能と地域の子育て
支援機能をあわせ持ち、保護者の就労状況
にかかわらず、すべての子どもが利用でき
る「認定こども園」制
度をより一層推進する
ため、シンポジウムを
開催します。
○とき

平成２５年８月３１日（土）
１３：３０〜１６：４５（１２：
３０受付開始）
○ところ 姫路キャッスルホテル鳳凰の間
（姫路市三左衛門堀西の町２１０番地）
○プログラム 行政説明（内閣府担当参事
官）、基調講演（山縣文治
関西大学教授）など
○主催 兵庫県、特定非営利活動法人全国
認定こども園協会
○後援 内閣府、文部科学省、厚生労働省
○その他 当日、受付にて参加費（3，000
円）を徴収させていただきま
す。
(問) 児童課こども園係

〜会社がよくなる、職場がよくなる。
「仕事と生活の調和」実現に取り組んでみませんか〜

アーティストと一緒に作品を作ったり、作
品を鑑賞したり、彫刻を見てダンスをしたり
してみよう。
◆日時：8 月 24 日（土）、25 日（日）
◆参加アーティスト
か わ い しんぺい
なかにしまなぶ
いいかわたけひろ
まつもと め ぐ
河合晋平、中西學、飯川雄大、松本芽紅
み
たきがわ
見、瀧川ミュージアムティーチャー
※対象などはイベントにより異なりま
す。
詳細はホームページにてご確認ください。
HP:http://www.artm.pref.hyogo.jp/kids/i
ndex.html

(問)県立美術館 こどもプログラム係
078‑262‑0908

078‑362‑3215
２

男女共同参画の視点から防災・減
災について親子で学ぶ「防災・減災
体験セミナー」を県内市町と共催で
開催します。
セミナーでは、クイズやゲームの
ほか、ミニワークなどを楽しみなが
ら､｢体験｣を通して身につけられる
内容です。
身近なものを活用して｢防災に備
えるくらしの知恵｣を学び、地域や家
庭で｢もしもの時｣について考える絶
好の機会です。
９月開催の詳細は問い合せ先まで。
（１０月以降も順次、開催予定）

【兵庫県立男女共同参画センター】
開催日時
9/6（金）
10:00〜
12:00
9/9（月）
13:30〜
16:00
9/18(水）
10:00〜
11:30
9/21(土)
13:30〜
15:30
9/28（土）
10:00〜
12:00

開催場所

問い合せ先

さよう子育て支援セン
ター多目的ホール

さよう子育て支援センター
0790-82-0341

たつの市揖保川総合
支所ふれあいホール

たつの市市民生活部人権
推進課 0791-64-3151

豊岡市日高支所
子育てホール

豊岡市秘書広報課
0796-23-1111(内線 2077)

豊岡市民プラザ
明石市防災センター
多目的ホール

明石市ｺﾐｭﾆﾃｨ推進部男女
共同参画課 078-918-5611

夏休みは家族でクールスポットに出かけよう！
兵庫県では、家庭における節電を推進していただくため、博物館等県立施設を「クール
スポット」に指定しており、入場料等が、原則、半額になります。家族全員で外出し、涼
んでいただける「家族でお出かけ節電キャンペーン」に是非ご参加ください。夏休み期間
中は親子で楽しめるプログラムもたくさんあります！下記以外の対象施設でも様々なイ
ベントがありますので、詳しくは下記ホームページをご覧下さい。
http://web.pref.hyogo.lg.jp/nk19/kazokudeodekake.html（○:対象、★:参加費、●:申込方法）
県立西はりま天文台公園(佐用町)
県立人と自然の博物館(三田市)
「昼間の星と太陽の観察会」
「昆虫 Kids のじゆうけんきゅう」
期間：８/31 まで（1 回目 13：30〜、
期間：9/1 まで
2 回目 15：30〜）
夏休みの自由研究の作例や、参考とな
60 センチ望遠鏡を使って昼間に見え
るテーマを紹介します。
る明るい星や、太陽観察用の望遠鏡で太
○特に小学 3，4 年生推奨 ★無料
陽を観望します。
●申込不要
○一般の方 ★無料 ●申込不要

夏真っ盛り！暑くても家族で海に行きたくなりますよね！
県内のおすすめの海水浴場を２つご紹介します！
砂浜が長く続く遠浅
のビーチは「山陰海
岸ジオパーク」の一
部で大変美しいで
す。

播磨灘に面する美し
い海岸の砂浜の広さ
は島内最大で、夕陽
のスポットとしても
知られています。
３

役場
（企画課）

婚活に参加するのは、ちょっと恥ずか
しい･･･そんな社員さんのために、町と
連携して婚活のお手伝いをしていただ
けませんか。企業や事務所内で、ご登録
いただいた独身者だけのグループへ町
から婚活の情報提供を行います。

企業
登 録

申請

情報提供

○町・地域住民・各団体
の交流事業
○登録団体一覧表 など

情報提供

独身者グループＡ

【概要】
企業様のなかで、独身者のグループ
をつくっていただき（既存グループ
可）、
「香美町婚活グループ申請書」を
ファックス、または、郵送、メール等
で提出していただきます。登録団体と
連携し、交流会の実施や町主催の交流
事業等の情報提供を行います。（※企
業様が公表を控えたい情報について
は、提供いたしません。）

申請

独身者
グルー
プＢ
独身者
グ ル ー
プＣ

交流会など

(問)香美町企画課

TEL 0796‑36‑1962
FAX 0796‑36‑3809
E-mail kikaku@town.mikata-kami.lg.jp

○あいサポ会員（個人、パーティ参加）
＜登録無料＞

あいサポ応援団（企業等）が企画・開
催する出会いイベントに参加できま
す。

子育て中のお父さん、お母さんに役立つ
情報をお届けするため、様々な工夫を凝ら
しながら、子育て支援情報を発信していま
すので、是非ご覧下さい！

○はばタン会員（お見合い）
＜年度登録料 3000 円＞

会員同士の合意が得られた場合、「お
見合い」の機会を提供します。
☆詳細は下記ホームページをご覧くだ
さい。

アクセスはこちら！
https://www.facebook.co
m/kodomo.himitsukichi
または
こども・子育てひみつ基地

http://hdsc.seishonen.or.jp

☆会員のお申し込みは、最寄りのセン
ターへお問い合わせのうえ、お越し
ください。

検索

(問)出会いサポートセンター
078‑891‑741５

※編集部からのお知らせ
｢ひょうご子ども未来通信｣は､市町､企業､
商工会議所･商工会､青年会議所､地域団体･
NPO、県関係機関などや希望者に電子メール
により配信しています。新たに配信を希望さ
れる方は､下記アドレスに｢未来通信･配信希
望｣と送信ください。未来通信に掲載する記事
も随時、募集しております。ご希望の方は下
記までご連絡下さい。
兵庫県少子対策本部(健康福祉部こども局少
子対策課) shoshitaisaku@pref.hyogo.lg.jp

ひょうご子育て応援メールも
好評配信中です！
子育てに役立つ身近な情報を月 3〜4
回配信しています。
子育て情報やイベント情報をツ
イッターで随時発信していま
す。

http://twitter.com/HyogoKo
sodate

４

regist@magazine.hyogo‑kosoda
te.jp(QR コードからも
読取可)に空メールを送
付し登録してください。

