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男女共同参画を推進するリーダーを養成するための講座を開催します。前半は、講義形式で男女 

共同参画の視点からさまざまな分野について学び、後半は、企画力・発信力・合意形成力などの習

得や地域活動への参加など、グループワークが中心です。 

・日 時：平成 29 年６月 15日(木)～12月７日(木)のうち 15日間(全 25回) 

・場 所：兵庫県立男女共同参画センター セミナー室 ほか 

・対 象 者：県内在住・在勤・在学の男女で、原則として全回出席できる人 

・定 員：30名程度          ・受 講 料：無料 

・一時保育：１歳半から就学前まで（無料・要予約、定員８名） 

・申込方法：ホームページに掲載している所定の受講申込書に必要事項を記入の上、５月 31 日 

      (水)必着で郵送・ファクシミリまたは持参 

 

男女がともに、いつでも、どこでも、いきいきと暮らせる｢男女共同参画社会｣の基本を学びます。 

女性も男性も、家庭、職場、地域などあらゆる分野で、性別にかかわりなく個性や能力を発揮す 

るために何が必要か、身近なところから考えてみませんか。 

・日 時：平成 29 年６月 29日(木)10:00～12:30  

・講 師：勝木 洋子さん（神戸親和女子大学発達教育学部 教授） 

男女共同参画を進めていくうえで、男性の家事・育児への参画は重要です。家庭科教育の男女 

共修の重要性や男性の家事・育児参画の推進についてお話しいただきます。 

・日 時 : 平成 29 年６月 29 日(木)13:30～16:00 

・講 師 : 小崎 恭弘さん（大阪教育大学教育学部 准教授） 

＜第１回・第２回男女共同参画セミナー共通＞ 

・場 所 : 兵庫県立男女共同参画センター セミナー室 

・定 員 : 40 名 

・参 加 費 : 無料 

・一時保育 : 1歳半から就学前まで（無料・要予約、定員８名） 

・申込方法 : ホームページに掲載予定の申込書に必要事項を記入の上、６月 22 日(木)までに郵

送・ファクシミリでお送りください。 

  

 

兵庫県子ども・子育て支援推進本部ニュース 第１３1 号 

         

  

平成２９年（２０１７年)5 月 

ひょうご 

子ども未来通信5月号 
http://web.pref.hyogo.lg.jp/hw08/hw08_000000008.html 

 

兵庫県立男女共同参画センター・イーブンからのお知らせ 

問合せ先：兵庫県立男女共同参画センター・イーブン 
〒650-0044 神戸市中央区東川崎町 1-1-3神戸クリスタルタワー７階 
電話：078－360－8550  FAX：078－360－8558  http://www.hyogo-even.jp/ 
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   離婚したい・・・  配偶者から DVを受けている・・・  養育費を増額したい・・・ 

  他にも、経験豊富な女性弁護士が無料でアドバイスします（複数回の利用も可）。 

  父子家庭の方も、ご相談ください！ 

 常 設 相 談 電話相談や面談相談を実施しています。 

 《日 時》月曜日～金曜日(祝日､年末年始を除く)の 10時～17時 

 《場 所》松重法律事務所 松重 君予 弁護士 

      神戸市中央区多聞通３丁目３番 16号 甲南第１ビル 502号室 

 巡 回 相 談 県内各地に出向きます。 
 《平成 29年度上期予定》 

月 日 場  所 対象となる地区 

６月１日（木） 
アステ市民プラザ６F 
（川西市栄町25番１ｱｽﾃ川西） 

芦屋市、伊丹市、川西市、宝塚市、三田市、
川辺郡、篠山市、丹波市 

７月21日（金） 
朝来市福祉事務所 豊岡市、養父市、朝来市、美方郡 

９月７日（木） 
たつの市福祉事務所 相生市、たつの市、赤穂市、宍粟市、 

神崎郡、揖保郡、赤穂郡、佐用郡 

10月５日（火） 
洲本市福祉事務所 明石市、加古川市、西脇市、三木市、 

高砂市、小野市、加西市、加東市、加古郡、
多可郡、洲本市、南あわじ市、淡路市 

 相 談 方 法（常設相談、巡回相談とも） 

まずは、各市、県の母子･父子自立支援員にご相談ください。 

  《市にお住まいの方》各市(神戸市､姫路市､尼崎市､西宮市以外)の福祉事務所 

  《町にお住まいの方》県健康福祉事務所 

    

 

 

 

    
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

機関名 電話番号 担当地区 

宝塚健康福祉事務所 0797-83-3101 川辺郡 

加古川健康福祉事務所 079-421-1101 加古郡 

加東健康福祉事務所 0795-42-5111 多可郡 

中播磨健康福祉事務所 079-281-3001 神崎郡 

龍野健康福祉事務所 0791-63-5136 揖保郡、赤穂郡、佐用郡 

新温泉健康福祉事務所 0796-82-3161 美方郡 

 

ひとり親家庭等の悩み 相談してみませんか？ 
～母子家庭等特別相談事業～  

 
 

■ベルギー奇想の系譜展関連 おやこ解説会 
展覧会のみどころを、担当学芸員が家族向けにわかりやすくお話します。展覧会の前にぜひ 

ご参加ください。 
・日 時：６月３日（土）11：00～11：30 ・対 象：小中学生とその家族 
・募集人数：20家族 ※要申込（５/３の朝 10 時より電話にて受付・先着順） 
・参 加 費：無料 ※ただし、大学生以上の方の展覧会の観覧は有料です。 
■ベルギー奇想の系譜展関連こどものイベント「わたしの幻想世界」 

ベルギーの作品に負けないような不思議な世界を、コラージュしてつくってみよう！ 
※コラージュとは･･･身の回りにあるチラシや廃材などを切ったり貼ったりして、作品をつ

くることです。 
・日 時：６月 24日（土）①10：30～12：30 ②14：00～16：00 
・対 象：小学生～高校生とその家族（小 2以下は要保護者同伴） 
・募集人数：各回 30名 ※要申込（5/24の朝 10時より電話にて受付・先着順） 
・参 加 費：200円（材料費、保険）※保護者は要観覧券 
■一時保育 

・日 時：６月 11日（日）・21日（水） 
詳しくは、｢一般社団法人 Baby ガーデン」 

・要予約・有料 http://babygarden-kobe.jimdo.com/  
・問合せ：TEL 090-3948-3719 / FAX 078-755-0973 
・メール：baby.garden.kobe@gmail.com  

問合せ先：兵庫県立美術館 

      こどものイベント係 

〒651-0073 

神戸市中央区脇浜海岸通１丁目１番１号 

TEL:078-262-0908 FAX:078-262-0903 

問合せ先：兵庫県 児童課 家庭福祉班 

TEL:078-362-3201 FAX:078-362-0061 

ﾒｰﾙ:jidouka@pref.hyogo.lg.jp 

県立美術館からのお知らせ 

 

 

mailto:baby.garden.kobe@gmail.com
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遊びと学びのある暮らし 
  

  
 

  

 
音の鳴るおもちゃや楽器は、赤ちゃんの頃 

から、楽しむことができます。聞くことから 
始まり、やがて、自分の手で掴み、音を鳴ら 
します。 
 そして、音楽に合わせて鳴らしたり、演奏 
したり、お子さんの成長と共に、長く使える 
のも魅力です。 
楽器のおもちゃの中には、お子さんが乱暴 

に扱っても、壊れないプラスチック製のもの 
や、本物と同様、取扱いに注意しなければな 
らないものもあります。どちらも、大人が扱 
い方や、演奏のお手本を見せるとよいでしょ 
う。 
 小さなお子さんには、卵型のシェーカーや 
鈴など、振るだけで、簡単に音が出るものが 
おすすめです。また、打楽器である木琴や鉄 
琴の中には、「ペンタトニック（5 つの音から 
なる音階）」で構成されているものがあり、 
お子さんが、どんな順番に叩いても、美しく 
聞こえます。 
 吹いて鳴らすラッパやホイッスル、バチを 
くるくる回して鳴らすリュールシロフォンな 
ど、親子でお気に入りのものを探してみませ 
んか？ 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Facebook で子育て情報発信中！ 

 こども・子育てひみつ基地  

https://www.facebook.com/kodomo.himitsukichi 

検索

 

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」と送信してください。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。 

 兵庫県子ども・子育て支援推進本部 

 （健康福祉部少子高齢局こども政策課） 

  kodomoseisaku@pref.hyogo.lg.jp 

ひょうご孫ギフトプロジェクト 

（兵庫県のふるさと納税）のお知らせ 

 

●内容は？ 

ご寄附をもとに、私立の保育

所、幼稚園、認定こども園に、県

産木材でつくった木の玩具を贈

ります。未来を担うこどもたちへ

の、ふるさと兵庫の木のぬくもり

のプレゼントです。 

 

●返礼品は？ 

５万円以上のご寄附で、県内企業による子育て

グッズ等が選べるギフトカタログを寄附者又はご

指定先にお贈りします。 

 

 

●お得な制度は？ 

実質２千円の負担となる税控除の仕組みがある

ほか、確定申告を兵庫県が代わりに行う仕組みも

あります。 

 

 

●寄附のお申し出・問い合わせ先 

兵庫県こども政策課（TEL078-362-3197） 
webサイト 「ひょうご 孫ギフト」で検索！ 

 

問合せ先：おもちゃコンサルタント 

竹下 あきこ 

E-mail：momlabo@gmail.com 

mailto:kodomoseisaku@pref.hyogo.lg.jp

