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兵庫県子ども・子育て支援推進本部ニュース 第 136 号 

         

  

平成２９年（２０１７年）10 月 

ひょうご 

10月号 
http://web.pref.hyogo.lg.jp/hw08/hw08_000000008.html 

 

            兵庫県青少年本部では、身近な大人が見守る中、子どもたちが自由な発想で 
           のびのびと遊びながら、たくましく生きる力を育む場である「子どもの冒険ひ 
           ろば」を開設する団体を支援しています。今年度も 48 団体が県下各地で様々 
           な工夫を凝らした「子どもの冒険ひろば」を開催中です。秘密基地や段ボール 

ハウス作り、ハンモック遊びやターザンロープ、 
時にはどろんこ遊びや木登り、クラフト、虫取り、 
泥団子づくりを行います。 
 汚れてもいい服を着て、水筒を持って、帽子を 
かぶって、秋のひろばへ出かけましょう！ 

※詳細は兵庫県青少年本部の HP でご確認ください。 
 http://www.seishonen.or.jp/business/category/senku/ 

■特別展「ひょうごと秀吉―近年の新紹介資料を交えて―」 
近年の県域における新発見資料を交えつつ、県域に伝来したものを中心に豊

臣秀吉の足跡を示す資料などを展示し、あらためて秀吉が県域の歴史において

果たした役割をご紹介します。 

・会 期：平成 29年 10月７日（土）～11月 26 日（日）10：00～17：00 
・観覧料：大人 1,000円、大学生 700 円、高校生以下無料 
・会 場：県立歴史博物館 ギャラリー 
■れきはくロビーコンサート 

 

 

問合せ先：（公財）兵庫県青少年本部  TEL：078-891-7410 FAX：078-891-7418 

 

 

 

 

浅葱糸威革包二枚胴具足 
／兵庫県立歴史博物館蔵 

兵庫県立姫路東高等学校ギター・マンドリン部による演奏です。午後のひと

とき、素敵な音色を聴きながら過ごしませんか。 

・日 時：平成 29年 11 月 11 日（土）14：00～ 
・会 場：県立歴史博物館 ロビー ※演奏は無料でお聴きいただけます。 
■歴はく倶楽部「革でアクセサリーをつくろう」 
好きな形の革で、すてきなオリジナルアクセサリーをつくります。  

・日 時：平成 29年 11月 26 日（日） ①10：00～11：30 
②13：00～14：30 

・会 場：県立歴史博物館 ロビー  ・料 金：100 円 

・定 員：午前・午後各 25 名（先着順）  

※小学４年生以下のお子様は保護者同伴  

 問合せ先： 
兵庫県立歴史博物館 
〒670-0012  
兵庫県姫路市本町68
番地 
TEL ：079-288-9011 
FAX ：079-288-9013 
http://www.hyogo-c.
ed.jp/~rekihaku-bo/ 
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対象者 

子どもを安心して生み育てる環境づくりに向け、子育て応援に積極的に取り組む企業 32 社と

の「兵庫県子育て応援協定」締結式が９月 14 日兵庫県農業共済会館で開催されました。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、約 150名が出席しました。 

 有本女性青少年局長が、開会にあたり「女性の就業率が低い地域は、出生率が低い傾向があり、

誰もが働きやすい職場づくりを進めることが目指すべきところです。多くの企業と県が連携して

社会全体で子育てを支え、男女がともにいきいき働き暮らせる社会の実現に向けて取り組んでい

けることを嬉しく思います」と挨拶しました。 

続く少子対策・子育て支援推進員研修では、「子育て・介護と仕事の両立支援～この会社で働

き続けるために～」をテーマに社会保険労務士ニシモト事務所代表の西本恭子氏の講演が行われ

ました。参加者からは、「育児休業、介護休業を取りやすい環境づくりを考えていこうと思う」「子

育て、介護で離職される方が出ないよう現実的な対策を話し合っていきたい」といった声が聞か

れました。 

問合せ先：兵庫県企画県民部女性青少年局男女家庭課 

〒650-8567 神戸市中央区下山手通 5丁目 10-1 電話：078－362－4185 

  「兵庫県子育て応援協定」締結式  少子対策・子育て支援推進員研修 
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①  働く女性のためのステップアップセミナー 

 ～女性のためのキャリアアップセミナー～“未来のわたしをデザインしよう！” 
自分のキャリアを意識していますか？  

カードを使って自分の価値観を再認識しながら、働き続ける女性に必要なことを参

加者同士で話し合い、未来に向けて行動計画を立てましょう。 

・講 師：萩原 紫津子 さん（産業カウンセラー、キャリアコンサルタント） 
② 育休復帰応援セミナー 職場復帰に備えるコミュニケーション講座 
職場復帰の前後は初めて直面することがいろいろあって悩んでしまいがち。 

一人で抱え込まずに先輩ワーキングマザーにアドバイスを求めるのも大切です。 

周りに積極的に働きかけて、両立できる環境作りに役立てましょう。セミナー終了

後あなたに合ったアドバイスを行う個別相談（要予約・定員３名（先着順））も行います。 

・講 師：荘木 優美 さん（ビジネスマナー、教育コンサルタント） 

③  女性のための働き方セミナー 

    応援します！はじめての起業 ～私の強みをビジネスに！～ 
得意なことで起業したい！身につけたスキルで私にしかできない仕事をしたい！ 

そんな熱意を持つ女性を応援します。 

起業のメリット、デメリット、自分の強みや夢をビジネスにつなげるために必要なこと

を学び、ぼんやりとしたイメージをひとつずつ形にしましょう。 

・講 師：中谷 恭子 さん（有限会社ネオナレッジ 代表取締役） 

④ 女性のための再就職セミナー “獲得”しよう！ビジネスマナーとスピーチ力 
就職活動に必要なビジネスマナー、所作、表情のつくり方や実践で自分の魅力を最大限

に表現するスピーチのコツなどは、就活中だけではなく就職後の色々なビジネスシーンは

もちろんプライベートでも欠かせないもの。このセミナーで更なる磨きをかけ、自信を持

って再就職への第一歩を踏み出しましょう。 

・講 師：中矢 才子 さん(産業カウンセラー、キャリアコンサルタント) 

◆ 日 時：① 10 月 28 日（土）13:30～16:00  ② 10月 30日（月）10:00～12:00  

③ 10 月 31 日（火）10:00～12:00  ④ 11月 14 日（火）10:00～16:00 

◆ 場 所：兵庫県立男女共同参画センター セミナー室 

◆ 定 員：① 20名（先着順）② 10 名（組）（先着順） 

③ 10 名（申込締切 10/18(水)、申込者多数の場合は抽選） 

④ 12 名（先着順） 

◆ 一時保育：①～④ 定員各６名（１歳半から就学前まで・無料・要予約） 

②・③ は同伴可(１歳半未満・申し込み時申し出要） 

◆ 申込方法：ホームページ掲載の所定の申込書に必要事項を記入の上、FAX・郵送・持参または電話 

 
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  

HP： http://www.hyogo-even.jp/  Facebook： https://www.facebook.com/hyogo.even 

 

 

 

 

http://www.hyogo-even.jp/
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日  時 場  所 内      容 申 込 先 

11月１日(水） 

14:00～16:00 

兵庫県中

央労働 

センター

小ホール 

ワーク・ライフ・バランスセミナー 

～新しい働き方を考える～ 

・講演「企業の生き残りのために働き方を考

える」 

 講師  

神戸学院大学客員教授 中山正人氏 

MBA（神戸大学） 

 

・企業での取組事例発表 等 

神戸県民センター 
県民交流室県民課 
TEL:078-361-8638 

11月２日(木） 

14:00～16:00 

尼崎商工

会議所 
尼崎経営者協会 

TEL:06-6411-4281 

11月 27日(月） 

14:00～16:00 

姫路労働

会館 

 
姫路経営者協会 

TEL:079-288-1011 

11月 17日(金） 

18:00～20:30 

神戸市産

業振興セ

ンターハ

ーバーホ

ール 

過労死等防止対策推進シンポジウム 

（主催：厚生労働省） 

株式会社 
プロセスユニーク 
TEL:052-934-7202 

 ワーク・ライフ・バランスフェスタのお知らせ！ 

 ひょうご仕事と生活センターでは、11月を『ワーク・ライフ・バランス（ＷＬＢ）推進月間』

とし、各イベントを実施します。 

その一つとして、働き方改革に係る特別講演やＷＬＢの実現に向けた企業の取組を紹介する

「ワーク・ライフ・バランス フェスタ」を開催します。ぜひ、ご参加ください。 

           

日  時 場  所 内      容 申 込 先 

11月 17日(金） 

13:00～16:15 

兵庫県公館 

大会議室 

組織の結束力を高め、働き方改革を実践する 

～働き方改革でワーク・ライフ・バランスを実現～ 

ひょうご仕事と 

生活センター 

TEL:078-381-5277 

 
 ワーク・ライフ・バランスキャッチフレーズの決定！ 

ＷＬＢの取組を促進するキャッチフレーズを募集したところ、たくさんの応募をいただきま
した。 
その中から、今後一年間活用する『ワーク・ライフ・バランス キャッチフレーズ』が決定し

ました。 

   ＊ ひょうご仕事と生活センターの情報誌やホームページなどで発信していきます。 

推進月間イベントスケジュール 

 

問合せ先：（公財）兵庫勤労福祉協会 ひょうご仕事と生活センター 

       TEL：078-381-5277 E-mail：info@hyogo-wlb.jp 

 

 
 

TEL:052-934-7202
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月 日 場  所 対象となる地区 

11 月２日（木） 篠山市役所第 2 庁舎 
1 階 2-101 会議室 
（篠山市北新町 41 番地） 

芦屋市、伊丹市、川西市、宝塚市、 
三田市、川辺郡、篠山市、丹波市 

12 月８日（金） 
豊岡市役所立野庁舎 

1 階 D 会議室 
（豊岡市立野町 12 番 12 号） 

豊岡市、養父市、朝来市、美方郡 

平成30年 

１月１１日（木） 
赤穂市福祉事務所 

赤穂市役所内 

（赤穂市加里屋 81 番地） 

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 

平成30年 

２月１日（木） 

西脇市福祉事務所 

西脇市民会館内 

（西脇市郷瀬町 605） 

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 

 

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～ 

常設相談 

巡回相談 

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 

 

機関名 電話番号 担当地区 

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 

 
問合せ先：兵庫県 児童課 家庭福祉班 

TEL:078-362-3201  FAX:078-362-0061 メ－ル :jidouka@pref.hyogo.lg.jp 

◆相談方法◆ 

（常設相談、巡回相談とも）まずは、お近くの母子･父子自立支援員にご相談ください。 
 《市にお住まいの方》各市の福祉事務所 
 《町にお住まいの方》県健康福祉事務所（次表参照） 

《平成 29年度下期予定》県内各地に出向きます！ 

（電話相談／面談相談）※ 月曜日～金曜日(祝日､年末年始除く)の 10時～17時 

《場所等》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  

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）。 

離婚前の方や父子家庭の方も、ご相談ください。 
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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 

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 

 

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

や、確定申告を兵庫県が代わりに行う仕組み

があります。 

●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！ 

 兵庫県では少子対策の一環として、「ひょうご出会い支援事業を平成 11年から
推進しています。 

 結婚を希望される 20歳以上の独身の方は、「ひょうご出会いサポートセンター」
で１対１のお見合いをすることができます。平成 29年１月 27日からはビックデー
タを活用した新システムの供用を開始していますので、ご活用ください。 

 ○はばタン会員（お見合い） 
  ＜登録手数料 5,000円／年、20歳代は会員は 3,000円／年＞ 
 ○あいサポ会員（イベント参加）＜登録無料＞ 

  ☆詳細は「ひょうご 出会い」検索   Https://www.msc-hyogo.jp/ 
 問合せ先：ひょうご出会いサポートセンター  電話：078－891－7415 

あなたの「家族の日」はいつですか？ 

 兵庫県では、それぞれの家族が誕生日や記念日

など、家族にとってふさわしい日を「家族の日」

と定めることを提案する運動を進めています。 

 「家族の日」には、家族で食事をしたり、お出

かけするなど、家族と一緒に過ごしてみませんか。 

問合せ先：県男女家庭課  電話：078-362-3385 

 

芸術の秋。小さなお子さんでも扱いやすいクレヨン

を使って、親子一緒に絵を描いて、楽しい時間を過ご

しませんか？ 
クレヨンには、口に入れても安全なミツロウや、野

菜で作られたものなど、様々な種類があります。 
選ばれる場合は、人体に無害の基準をクリアしてい

る「AP マーク」が、安全性の一つの目安になります。 
形状も握りやすい独特の形をしたものや、四角いブ

ロックタイプのものがあります。 
ブロックタイプは、折れにくく、面を使って画くこ

とが出来ます。線にこだわる事なく描けるので、描く

ことに苦手意識がある大人の方にも、おすすめです。 
親子で、ぜひチャレンジして頂きたいのが、簡単に

面白い表現ができるスクラッチ技法です。 
あらかじめ好きな色で塗った色の上から、黒を重ね

塗りします。爪楊枝などで、黒で塗った部分をひっか

くと、下の色が現れるので、とても綺麗です。 
出来上がった作品は、壁などに飾って、ご家族で鑑

賞してくださいね。 

 

mailto:kodomoseisaku@pref.hyogo.lg.jp

