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兵庫県子ども・子育て支援推進本部ニュース 第 139 号 

         

  

平成 30 年（２０１8 年）1 月 

ひょうご 

子ども未来通信1月号 
http://web.pref.hyogo.lg.jp/hw08/hw08_000000008.html 

 
 ♪兵庫県立歴史博物館 2 月のイベント♪ 

■ 特別企画展「ふろくの楽しみ 明治～平成の子ども雑誌から」 

８大ふろく、10大ふろく…ふろくがつかない雑誌 

なんて考えられない！子どもも大人も大好きな日本の 

子ども向けの雑誌のふろくに注目し、その世界に迫り 

ます。大人向けのふろくも紹介します。 

・会 期：平成 30年１月 27日（土）～３月 25 日（日） 

・観覧料：大人 500 円、大学生 350 円、高校生以下無料  

・会 場：県立歴史博物館 ギャラリー  

■ 特別企画展関連事業「ペーパーブローチを作ろう！」 

ペーパークラフトで手のひらにのる大きさのカエルや 

カブトムシ等を作り、ブローチに仕立てます。 

・日 時：平成 30年２月 25日（日）  

① 10：30～12：00 ②13：30～16：30 

・会 場：県立歴史博物館 ロビー ・料 金：500円 

※用意した型紙がなくなり次第、終了。（先着順・当日受付） 

■ 歴はく倶楽部「貝飾りをつくろう」 

はまぐりと布、紙で、すてきな飾りものをつくります。 

・日 時：平成 30年２月 18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要保護者同伴 

■ れきはくロビーコンサート 

午後のひととき、素敵な音楽を聴きながら過ごしませんか。 

・出 演：坂本樹生（バリトン）、松本紗季（ピアノ） 

・日 時：平成 30年２月 24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。  

 

 

中原淳一「幻想（組立て舞台）」『少女の友』

第 28 巻第 10号ふろく 1935 年（昭和 10年）

兵庫県立歴史博物館蔵（入江コレクション） 

ⓒJUNICHI NAKAHARA／ひまわりや 

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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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  

 

 

①  女性のための心理講座「～自分を大切にするために～他人に振り回されない心をつくる」 

｢人の顔色を見て、ビクビクしてしまう｣｢強く言われたら断れない｣ということはありませんか？ 

人間関係が苦手だと感じている人は、身近で影響力のある人たちに、日々振り回されているのかも

しれません。考え方のクセや思い込みに気付いて修正する方法を学び、人間関係の変化を目指しま

しょう。 

◆ 日 時：平成 30年１月 26 日（金）、２月２日（金）両日とも 10:00～12:00 

◆ 講 師：県立男女共同参画センター女性問題カウンセラー  

◆ 定 員：20 名(応募多数の場合は抽選) 

② 育休復帰応援セミナー 育休復帰目前！準備・対策セミナー 

復帰後の生活をイメージしながら、仕事・家事・子育て・そして自分の心と身体、いろいろな角

度から、復帰に向けた準備のポイントをお伝えします。 

◆ 日 時：平成 30年１月 31 日（水）10:00～12:00 

◆ 講 師：森本 紀子（NPO 法人【夢コネクト】理事長）   

 ◆ 定 員：10名(応募多数の場合は抽選) 

③ 再就職のためのパソコン講座 ～改めて学ぼう！ワード・エクセル～ 

「再就職をめざしている」、「育児休業中で職場復帰を控えている」、でも長い間パソコンを使って

いないので不安…、そんな方を対象にした講座です。 

 

 

兵庫県では、社会全体で子育て家庭を支援するため、「お父さん応援フォーラム」を開催し、出産・

育児をしやすい環境づくりを推進しています。 
この機会に、子育てやワーク・ライフ・バランスについて考えてみませんか。 
◆ 日 時：平成 30年２月 20 日(火) 14：00～16：00 

◆ 場 所：兵庫県中央労働センター１階小ホール（兵庫県神戸市中央区下山手通６丁目３-28） 

◆ 講 師：藤井 淳史 株式会社 毛利マーク代表取締役、こうべイクメン実行委員会委員長 

  テーマ 

仕事も生活も LIFE（人生）のうち！ 

◆  事例発表：株式会社 オーシスマップ 

 

～平成２９年度「お父さん応援フォーラム」参加者募集！～ 

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：078-362-3385  E-mail：danjokatei@pref.hyogo.lg.jp  

◆ 会 場：県立男女共同参画センター  ①、②：セミナー室、③：講習室 
◆ 受 講 料：無料（③：テキスト代（ワード＋エクセルコース3,672円・エクセルコース1,836円） 

は受講者自己負担） 
◆ 申込方法：ＨＰ掲載の所定の申込書に必要事項を記入の上、FAX・郵送・持参または電話でセンターあて申込み     
◆ 一時保育：あり（１歳半から就学前まで・要予約・無料 ※ ③:各日各コース定員６名） 

コース名 実施日 時間 定員 

ワード＋エクセル① １月30日(火)､31日(水)､２月１日(木)､２日(金) 9:30～12:00 10名 

ワード＋エクセル② ２月６日(火)、７日(水)、 ８日(木)、 ９日(金) 13:30～16:00 10名 

エクセル① １月30日(火)､31日(水)､２月１日(木)､２日(金) 13:30～16:00 10名 

エクセル② ２月６日(火)、７日(水)、 ８日(木)、 ９日(金) 9:30～12:00 10名 

 

 

 

 

 

：「地域社会を自分ごと化する」～ワークライフバランス～ 

http://www.hyogo-even.jp/
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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 

ひょうご出会いサポートセンター 
～会員募集のご案内～ 

 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 

 昔から遊ばれてきたコマは、老若男女が楽しめる

遊びのひとつです。親子三世代で、コマを回して遊

んでみませんか？ 
 現在、赤ちゃんの手が、少し触れるだけで、簡単

に回すことができるものから、練習が必要なものま

で、コマにはたくさんの種類があります。 
 お子さんの手先の発達に合わせて、芯棒を両手で

すり合わせて回すコマや、ひねって回すコマ、糸を

巻いて使うコマなど、種類を変えて遊ぶと面白いで

しょう。 
 また、息を吹いて回すコマや、逆さまに立って回

る逆立ちコマ、専用のはたきで叩いて回すコマ等、

ユニークなコマもたくさんあります。 
 お気に入りのものが、見つかるといいですね。 
 コマの回る様子や、回る時の色の変化を、ゆっく

り楽しみましょう。 
 時間があれば、コマを手作りするのも、おすすめ

です。 
 芯棒につまようじを使えば、厚紙や牛乳パックは

もちろん、どんぐりなどの自然物でも簡単に作るこ

とができます。 
 よく回るコマ作りに、挑戦してくださいね！ 

認定こども園・保育所等ホットライン 
認定こども園、保育所 等の保育施設における保育

の実態について、職員 や保護者等の皆様からの通報

や相談などを受け付けていますのでご活用下さい。 

 

開設時間 月曜～金曜 9：00～17：00（祝日を除く） 

電話番号 ＃７３５０（078－341－7711 内線 2920） 

（固定・IP/携帯電話から通話可能・通話料金は通話者負担となります） 

 

●内容は？ 
ご寄付をもとに、私立の保育所、幼稚園、認定 

こども園に、県産木材で作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
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！ 

遊びと学びのある暮らし 
 

 

mailto:kodomoseisaku@pref.hyogo.lg.jp

