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県立男女共同参画センター（愛称：イーブン）の女性就業相談室で、出産・育児、介護

等で退職した後、再就職をめざしている方を対象とした就職面接会を 10 月 17 日（木）

に開催しました。
１

県では、従業員の子育てと仕事の両立支援

を進める企業等と「子育て応援協定」を締結

しています。協定企業には、「少子対策・子育

て支援推進員」が設置され、社内での子育て

支援活動を推進しています。

このたび、その推進員の方々を対象とした

セミナーが 9 月 25～27 日に神戸、播磨、

阪神の３会場で開催され、合計 240 名の推

進員が参加しました。

セミナーでは、ワーク・ライフ・バランス

実現について、経営・人財コンサルタントの

中村喜一郎氏から、自身の育休体験もふまえ

た時間管理・エネルギー管理についての講演

等が行われ、参加者から

は「ワークとライフの選

択の仕方を考えることが

参考になった」等の意見

が寄せられました。

問) 少子対策課 ０７８-３６２-３３８５

今回は神戸大学の「のびやかスペース

あーち」を取材しました。取材日はあい

にくの雨でしたが、たくさんの親子連れ

でにぎやかでした。

また、Ｅテレ「すくすく子育て」に出

演されている武庫川女子大学の倉石教

授に反抗期について

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

１１月９日（土）8：30～8：45
（再放送 １１月１６日（土）17：45～18：00）

(問) 県立男女共同参画センター ０７８－３６０－８５５０

事務、販売、軽作業などの職種、合計 8 社 11

事業所から「勤務時間や出勤日数の相談が可能」

など仕事と子育てを両立しやすい条件の求人があ

り、約 30 名の参加がありました。中には複数の

企業の面接に臨む方もあり、会場は熱気と緊張し

た空気が張り詰めていました。
同センターでは、今年 8 月から女性就業相談室

に「ハローワーク相談窓口」を開設し、兵庫労働
局・ハローワークと協働で再就職支援に取り組ん
でおり、今年度もう 1 回実施する予定です。

http://web.pref.hyogo.lg.jp/hw08/hw08_000000008.html


冒頭挨拶で四海こども局長が「このように

多くの企業の皆様と県が協働して社会全体で

子育て支援を行い、いきいきと暮らせる社会

の実現に向けて取り組んでいただけることを

大変心強く思っております」と挨拶しました。

式に参加した企業からは、「育休をとる事や

子育てに協力出来る事を会社側も進んで努力

できればと思いました」といった声が聞かれ

ました。
(問) 少子対策課 078-362-3385

＜児童虐待防止 24 時間ホットライン＞

もし「長時間泣いている」「不自然なあざ

がある」など、そんな子どもに気づいた時

は、市や町の児童福祉担当課、またはこど

も家庭センターへお電話下さい。
間違っていても、匿名でもかまいません。

専門の職員が慎重に対応しま
す。あなたの連絡が子どもを
守るとともに、子育てに悩む
保護者を支援するための大き
な一歩となります。
２

夢に向かって努力することの大切さなどを親

動に触れる機会を提供するフォーラムを開催し

夢」絵画･漫画ｺﾝﾃｽﾄ』の優秀作品を表彰･展示し

【問い合わせ・申し込み先】

「こころ豊かにのびよう！のばそう！ひょうご

（兵庫県阪神北県民局内）TEL：0797-83-
相談窓口 電話 相談日時

中央こども家庭センター 078(921)9119

西宮こども家庭センター 0798(74)9119

川西こども家庭センター 072(759)7799

姫路こども家庭センター 072(294)9119

豊岡こども家庭センター 0796(22)9119

24 時間

神戸市こども家庭センター 078(382)2525 8:45～17:30

（夜間休日相談） 078(382)1900 17:30～翌 8:45
子育てと仕事が両立できる職場環境の整備や、地域における子育て支援などの取組みを

実施している企業 12 社との「兵庫県子育て応援協定」締結式が、9 月 26 日（木）兵庫

県中央労働センターで開催されました。締結式は「男女共同参画社会づくり協定」との合

同で開催し、80 名が参加しました。
子で一緒に考えるとともに、舞台芸術の感

ます。併せて 100 周年特別企画『「私の

、子どもたちの夢づくりを応援します。

◆参加費：通常座席料金から 2000 円を補助

（補助後の座席料）

SS 席 9,000 円 S 席 6,000 円

A 席 3,500 円 B 席 1,500 円

◆応募方法

所定の参加申込書(阪神北県民局のﾎｰﾑﾍﾟ

ｰｼﾞよりﾀﾞｳﾝﾛｰﾄﾞ可)で、郵送または FAX。

詳細は、上記申込書で要確認。

◆締切：平成 25 年 11 月 29 日(金)必着
◆開催日時：平成 26 年 2 月 16 日（日）

9：50～14：00

◆場所：宝塚大劇場

◆対象：３歳以上～大学生・専門学校生とそ

の保護者（子ども同士・大人同士等で

の参加は不可）

◆内容

・「私の夢」絵画･漫画コンテスト表彰式

・第１部 トーク「タカラジェンヌと夢を語

ろう」、第２部 歌劇鑑賞(花組)『ラスト・

タイクーン』『TAKARAZUKA∞夢眩』
っ子」宝塚フォーラム実行委員会事務局

3138 FAX：0797-86-4379
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県民一人ひとりが家族・家庭の大切さに

ついて考え、きずなを深める県民運動の実

践活動を広く県民に情報発信するため、ひ

ょうご家庭応援県民大会を開催します。

ぜひ、ご参加ください。

◆日時：１１月３０日（土）

13：00～１５：３０

◆場所：兵庫県私学会館４Ｆ大ホール

◆内容：第６回家族の日写真コンクール表

彰式

小西康生神戸大学名誉教授の講

演『家庭・地域の再構築に向けて』

わくわく親ひろば実践発表 等

◆詳しくは「家庭応援県民大会 兵庫県」

で検索

(問) 男女家庭課 078-362-3169
子育て中の孤立感を解消し、就業や社

会活動への参加などに向けたチャレン

ジを応援するため、年間２０回開催して

いる「ママの子連れセミナー」。今回は

講師にファイナンシャルプランナー等

を迎え、お金や時間の使い方など今後の

ライフプランづくりについて学びます。

◆開催日・内容

①１１月６日（水）「お財布目線＊講座」

②１１月２８日（木）「時間の使い方＊

講座」

◆時間：１０：３０～１２：００

◆場所：県立男女共同参画センター（イ

ーブン）

◆定員：２歳未満のお子さん同伴で参

加。親子１０組（先着順）

※どちらか１日のみの受講も可

(問)県立男女共同参画センター

０７８－３６０－８５５０
３

男女共同参画の視点から防災・減災に

いて親子で学ぶ「防災・減災体験セミ

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、

ニワークなどを楽しみながら､｢体験｣

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

らしの知恵｣を学び、地域や家庭で｢も

もの時｣について考える絶好の機会で

。

１２月開催の詳細は問い合せ先まで。

１月以降も順次、開催予定）

日時：12 月 1 日（日）13:30～15:00

場所：朝来市牧田岡会館 ２階

問い合わせ先

朝来市市民文化部人権推進課

０７９－６７２－６１２２

11 月 9 日(土)、10 日(日)は「関西文化

の日」！県立美術館では様々なイベントを

開催します！さらにこの日はコレクション

展を無料でご観賞いただけます！

○キーワードパズル

美術館を探検し、隠された文字を探そう！全

部の文字が揃うとグッズをプレゼント！

○美術館の七不思議ツアー

ミュージアム・ボランティアの案内で、

広い美術館を歩いてまわります。

◆時間：①11:30～②15:30～(約 45 分)

◆参加費：無料

○おやこで楽しむ えほんのじかん

アーティストがつくった絵本を、家族み

んなで一緒に楽しみませんか？当館のミュ

ージアム・ボランティアがオススメの絵本

の読み聞かせをします。

◆時間：①11:00～②15:00～(約30 分)

◆参加費：無料

◆会場：美術情報センター

(問)県立美術館こどもプログラム係

０７８－２６２－０９０８
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◆日時：11 月 26 日（火）13:30～16:00

◆場所：兵庫県神戸総合庁舎（神戸県民局）

６階会議室

◆内容：講演・ワークショップなど

『あそび心で敷居を下げる☆明日誰かを誘い

たくなるひろばづくり』

（講師）あそびの工房もくもく屋

事務局長 田川雅規 氏

◆参加費：無料

◆申込期限：１１月１９日（火）

◆お申込・お問い合わせ先

神戸県民局県民福祉課 078-361-8635
雪遊びや、スノースポーツなど、香美町の冬を思いっきり楽しみながら、

ステキな出逢いをしてみませんか？
子育て情報や
イッターで
す。

http://twit
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､
工会議所･商工会､青年会議所､地域団体･
PO、県関係機関などや希望者に電子メール
より配信しています。新たに配信を希望さ
る方は､下記アドレスに｢未来通信･配信希
｣と送信ください。未来通信に掲載する記事
随時、募集しております。ご希望の方は下
までご連絡下さい。

庫県少子対策本部(健康福祉部こども局少
対策課) shoshitaisaku@pref.hyogo.lg.jp

日時：2014 年 2 月 1 日(土)～2 日(日)

集合場所 兎和野高原野外教育センター

（美方郡香美町村岡区宿 791-1）

男性 12:00 女性 13:00 集合

参加資格

男性 美方郡在住・在勤の 25 歳以上の

独身の方

女性 概ね 25 歳以上の独身の方

参加費用

男性 8，000 円、女性 5，000 円
※上記金額にはリフト代・宿泊費は含みます

が、スキー用具のレンタル代は含みません。尚、

前金制でキャンセル料は 3 日前から前日まで

は参加費の 20％、当日は 80％が発生します。

（女性限定 往復、会場から JR 三ノ宮駅まで

無料送迎！現地集合の方は 1，000 円引き！）

◆

◆

◆

◆

４

１８歳未満の子どもがいる子育て世
帯を対象に、お得な情報が盛りだくさん
です。登録済みの方も登録がまだの方も
是非一度アクセスしてみてください！
☆ホームページはこちら↓

http://www.hyogo-kosodate.jp/
(問)少子対策課 078-362-3385
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。

イベント情報をツ
随時発信していま

ter.com/HyogoKo

応募定員 男女各 15 名（先着順）

申込締切 2013 年 12 月 20 日（金）

申込方法

①氏名②年齢③性別④住所⑤電話番号を

所定の申込用紙に明記の上、FAX、E-ma

il、郵送でお申し込み下さい。申込用紙は

香美町 HP からダウンロードして下さい

（電話申込も可）

申込・問い合わせ先

若者交流会 in 香美実行委員会事務局

美方郡香美町香住区香住 870-1

TEL 0796-36-1962

FAX 0796-36-3809

E-mail kikaku@town.mikata-kami.lg.jp


