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ひょうご

子ども未来通信 10 月号
http://web.pref.hyogo.lg.jp/hw08/hw08_000000008.html

８月３１日（土）に、県と全国認定こども園協

会の共催によるシンポジウムを姫路キャッスルホ

テルにて開催し、県内外から約３６０名の参加が

ありました。

前半は、内閣府の長田
ちょうだ

浩志
ひ ろ し

参事官から「子ども・

子育て支援新制度」についてご説明があり、後半

は、関西大学人間健康学部の山縣
やまがた

文治
ふみはる

教授から

「子ども・子育て支援新制度と認定こども園がも

たらすもの」と題してご講演をいただきました。

「子ども・子育て支援新制度」の本格施行を控

える中、乳幼児の教育・保育の今後のあり方を改

めて考える機会として、参加者の皆さんは、講師

のお話に熱心に耳を傾けていました。

(問) 児童課こども園係 078-362-3215

「提案します！キラキラ輝け、ひょうごの
未来」をテーマに、中学生の質問・提案に県
幹部が答える同会議が８月 2７日に県議会本
会議場で開催され、県内の中学生８３名が参
加しました。

冒頭、井戸知事は、「心から愛着を持っても
らえる人々に兵庫の明日をつくってもらいた
い。その担い手として協力していただきたい」
と挨拶。その後、グループ毎に地域の課題等
について中学生が質問・提案を行い、知事は
じめ県幹部が答弁をしました。

最後に中学生２名が、「大人になってもいつ
までも誇りでいられる街であるために、真剣
になって考え、キ
ラキラ輝く兵庫に
向けて一生懸命頑
張ってまいります」
と未来宣言をしま
した。

今回は県立こどもの館を取材しまし

た。取材日は「育ちゃんの日まちの子育

てひろば」が行われており、親子連れが

たくさん訪れていました。

また、神戸松蔭女

子学院大学の寺見陽

子教授にこどものあ

そびについて話を伺

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

１０月 1２日（土）8：30～8：45
（再放送 １１月２日（土）17：45～18：00）

(問) ビジョン課 078－362―4313

http://web.pref.hyogo.lg.jp/hw08/hw08_000000008.html
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(問) 少子対策課 ０７８-３６２-４１８６

大学生等が県庁の職務を体験し、将来の

職業や進路などについて考える「県庁イン

ターンシップ」に８月 2６日から５日間、

県内外の大学院生、大学生、高専生６5 名

が参加しました。

知事からは、「これからの長い人生の上で

あとから自分に影響を与えたなと振り返ら

れるような１週間を過ごして欲しい」とエ

ールが送られました。少子対策課に配属さ

れた佐藤さんは、施策検討会議への参加や

事務的作業等を行いました。佐藤さんは「施

策検討会議で意見を聞いて頂けてうれしか

った。今まで持っていた子育ての環境や児

童虐待のイメージが変わった。」と有意義な

５日間となったようです。

「兵庫県子ども・子育て会議」の初会合

が 9 月 17 日、兵庫県公館で開催されまし

た。

冒頭、金澤副知事から「子ども・子育て

支援新制度の平成 27 年度の本格施行及び

新ひょうご子ども未来プランの確実な実施

に取り組む」との挨拶があり、その後、県

から「子ども・子育て支援法に基づく基本

指針」などを説明しました。各委員からは

「待機児童対策として量の確保だけでな

く、質も確保するように」、「小学校就学前

の子どもだけでなく、中高生の学びも重

要」、「大人だけでなく、子どもからも意見

を聴くべき」など、活発な意見交換が行わ

れました。

県立こどもの館イベ

県

加し

る思

◆日

◆場
(問)少子対策課 078-362-4186
ント情報！

下各地より７校の演劇クラブが参

、持ち時間の中で日頃の演劇にかけ

いを精一杯表現します。

時：１０月２０日（日）９：２０～

所：県立こどもの館多目的ホール
広く一般県民を対象に県内の児童館（児

童センター）の活動や取組みを紹介するこ

とで、児童館に対する県民の理解を深める

と共に、県内児童館相互の交流を図ります。

◆日時：１１月９日（土）

１２：３０～１５：３０

◆場所：Ｎicopa 姫路みなとドーム

（姫路市飾磨区細江 1228-2）

◆内容：

①児童館活動のパネル紹介

②実演

・牛乳パックでサッカーボールを作って

遊ぼう（兵庫県地域活動連絡協議会）

・バルーンアート（兵庫県地域活動連絡

協議会）ほか

③ワークショップ

・動くこどもの館号、伝

承あそび（県立こども

の館） ほか
児童の自己表現力向上と豊かな情操

の醸成を目的に、朗読コンクールを開催

します。

◆日時：１１月１６日（土）、１７日（日）

◆応募資格：個人の部は県内に在住する

か県内の小・中・高校に通学する者、

グループの部はこれらの者を１人以

上含む県内在住者または県内に通勤

通学する者

◆応募締切：１０月１７日（木）

お早めにお申し込みください。
(問)県立こどもの館 079-267-1153
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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」を市町と共催で開催しています。

セミナーは、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。

１１月開催の詳細は問い合せ先まで。（１２

月以降も順次、開催予定）

(問)少子対策課子育て支援係

TEL 078-362-4185

FAX 078-362-3011

E-mail:shoshitaisaku@pref.hyogo.lg.jp
【兵庫県立男女共同参画センター】
開催日時 開催場所 問い合せ先

11/6（水）

13:30～15:30

養父市立養父公民館

視聴覚室

養父市男女共同参画センタ― 079-662-7765

養父市 人権・協働課 079-662-7601

11/15(金)

13:30～15:30

あかし生涯学習センター

学習室

明石市ｺﾐｭﾆﾃｨ推進部男女共同参画課

078-918-5611

11/24(日）

9:30～12:00

西脇市生涯学習まちづくり

センター 多目的ホール

西脇市教育委員会生涯学習課

0795-22-5996
子育て応援ネット等の地域ぐるみの子

育て支援に取り組む気運を高めるとと

もに、地域での子育て支援活動の充実や

支援者等の裾野の拡充を図るため、子育

て家庭応援推進員及びメンバー等が学

習する研修会と位置づけ、子育て支援者

の交流、情報交換など、各種団体の連携

協力によるネットワーク交流大会を開

催します。

◆日時：１０月２３日（水）

１３：３０～１６：００

◆会場：加古川ウェルネスパーク

アラベスクホール

◆講演：テーマ『みんなで取り組む子育

て支援～今、地域に求められる

役割とは～』 講師 兵庫教育

大学大学院学校教育研究科准教

授 安原 一樹

※12:20～13:20

会場周辺で特産品販売

( 問 ) 東 播 磨 県 民 局 県 民 室 県 民 課

079-421-9214
「子育て応援ネット」の活動事例などを

交えながら、地域の子育て支援をどのよう

に進めていけばよいのかについて、みんな

で考えます。

◆日時：１１月７日（木）

13：00～１５：４０

◆場所：兵庫県公館 大会議室

◆内容：子育て応援ネット活動事例発表、

大阪青山短期大学幼児教育・保育

科教授の寅屋壽廣氏による講演

「児童虐待を防ぐために－親子

のつながり、地域のつながり－」

等

◆参加ご希望の方は下記連絡先へFAXま

たは電子メールでお申込ください。
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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。
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。

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 

※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

「生誕 130 年 橋本関雪展」を学芸員と

一緒に鑑賞したあと、日本画で使う絵具

を使って本格的な日本画に挑戦します！

◆日時：10月12日（土）10:30～15:30

◆参加費：600 円(材料費など)

◆対象：小学 3 年生～中学生

◆会場：アトリエ２

◆募集人数：先着 30 名

※事前申込が必要です。

◆申込・問合せ先

県立美術館こどもプログラム係

078-262-0908

○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。

○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。
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。

(問)出会いサポートセンター

078-891-741５

加東市では、子育て中のお父さん、お母

さんの想いをともに分かち合い、子ども、

家庭、地域が、未来に夢と希望が持てるま

ちづくりのために子育てにまつわるメッセ

ージを募集します。

◆応募資格：どなたでも

◆応募期日：１１月２９日（金）必着

◆応募方法

応募用紙又は任意の様式に「住所」「氏名」

「連絡先（電話番号）」を明記のうえ、郵

送、持参又は電子メールのいずれかによ

りご応募ください。

◎題名 本文にふさわしい題名を付けて

ください。

◎本文３００字程度（一言メッセージも

可）

◆注意事項

◎応募されたメッセージは返却しません。

◎メッセージの使用に関する一切の権利

は、加東市が有します。

◎誤字・脱字、誹謗中傷、個人が特定でき

る記述がある場合を除き、応募作品をその

まま掲載します。

◎メッセージは、ミニ冊子にして応募者に

プレゼントします。また、イベント等で希

望者に配布します。

◆応募・問い合わせ先

〒673-1493 加東市社５０番地

加東市福祉部子育て支援課

TEL 0795-43-0408
電子メール kosodate@city.kato.lg.jp

ホームページ http://www.city.kato.lg.jp/

mailto:kosodate@city.kato.lg.jp
http://hdsc.seishonen.or.jp/

