」
兵庫県子ども・子育て支援推進本部ニュース
第 1７２号
号

令和２年（２０２０年）１０月

ひょうご

子 ど も 未 来 通 信１０月号
http://web.pref.hyogo.lg.jp/hw08/hw08_000000008.html
令和２年９月１８日(金)現在のイベント情報を掲載しております。新型コロナウイルスの影響により、
今後、変更になる場合がありますので、ホームページ等で確認をお願いいたします。

「モニュメントウォークラリー」に挑戦！
こどもの館には、世界中から選ばれた子どもの絵をもとにした彫刻（造形作家

新宮晋氏作）があり、

彫刻を巡るウォークラリーができます。9月12日（土）、児童彫刻アイデア国際コンクール彫刻除幕式が
行われ、２体の新しい彫刻「ヒツジをかぞえる」「恐竜に会ってみたいな」がこどもの館に仲間入りし
２２体となりました。
コースは２種類。チェックシートで彫刻を探し、
完成したらスタンプをゲット。
子どもにはささやかなプレゼントもあります。
冬から工事のため休館する予定です。
楽しむなら今のうち！！秋の日をウォークラリーで
楽しみませんか？

兵庫県加東こども家庭センター分室開設のお知らせ
令和２年１０月２６日（月）から、兵庫県加東こども家庭センター分室を開設します。
※令和３年４月１日（木）からは、兵庫県加東こども家庭センター（仮称）となります。
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「アート de 元気ネットワークひょうご 2020」
ガイドブックの発行について
兵庫県内各地域で、伝統的建築物や自然風景といった地域固有の資源と芸術を
融合した芸術祭が開催されています。
また、芸術の力を使って、まちおこしにつなげようとするアートプロジェクトも
数多く存在します。
こうした県内の芸術祭やアートプロジェクト等が連携し、相互に情報発信しながら、
アートの魅力を発信しようと「アート de 元気ネットワークひょうご」の取組みを
進めています。
今年の秋・冬に開催されるアートフェスティバルを紹介する冊子を作成しました。
ぜひ足をお運びください。
■

豊岡アートシーズン
場所：豊岡市全域
日時：【秋冬期】１０/１（木）～202１/3/31（水）
問合せ先：Toyooka Art Season 事務局
TEL:0796-23-1160 http://toyooka-artseason.jp

日本相撲聞芸術作曲家協議会（JACSHA）
オペラ双葉山「竹野の段」成果発表

■

六甲ミーツ・アート 芸術散歩 2020
場所：六甲山上施設全 12 会場
日時：開催中～11/2３（月・祝）
問合せ先：六甲ミーツ・アート 芸術散歩 2020 インフォメーション
TEL:078-891-0048 https://www.rokkosan.com/art2020/

■

龍野アートプロジェクト
場所：アポロスタヂオ、ガレリアアーツ＆ティー 等
日時：1１/２１（土）～11/２９（日）
問合せ先：龍野アートプロジェクト事務局
TEL:07９1-63-3555
２０１９薮田翔一作曲コンサート（宮嶋龍太郎アニメコラボ）
http://2020.tatsuno-art-project.com/
問合せ先:アート de 元気ネットワークひょうご推進会議事務局
（兵庫県企画県民部知事公室芸術文化課内芸術文化課内）
〒650-8567 神戸市中央区下山手通 5-10-1 TEL:078-362-3171
★詳細については、公式ＨＰをご確認ください。
ガイドブックダウンロードページ
https://hyogo-artdegenki.jp/post/628677724677046272/
インスタグラムフォトコンテスト詳細
https://hyogo-artdegenki.jp/post/628678764496371712/
「アート de 元気ネットワークひょうご」について
https://hyogo-artdegenki.jp/
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兵庫県内では固有の伝統的なまちなみや豊かな自然風景と芸術を融合した芸術祭が各地域で
開催されています。
このような各地の芸術祭を舞台にしたフォトコンテスト「アート de 元気 2020 インスタグ
ラム フォトコンテスト」を以下のとおり開催します。
対象芸術祭でまちなみや展示作品を撮影し、たくさんインスタグラムにアップしてください。
入賞された方には賞品（兵庫県ゆかりのアートに関連する景品を予定）を贈呈します。
ふるってご参加ください。

応募期間

：令和２年 9 月 1２日(土)～令和２年 11 月 24 日(火)

対象芸術祭・アートプロジェクト：豊岡アートシーズン
六甲ミーツ・アート芸術散歩 2020
丹波篠山・まちなみアートフェスティバル
龍野アートプロジェクト
Kobe Mural Art Project
アート de 元気ネットワークひょうごコラボレーション展
募集テーマ：『アートは最高！私は元気！』（重点募集テーマ）
アートにはコロナとの共生、新しい生活様式の実践に疲れた私たちの心を癒やしてくれる
力があります。外に出てアートに触れることができて嬉しい、コロナに負けないという元
気な気持ちをポーズにして表現し、世界に元気を発信してください。
※作品や風景のみの写真も投稿可能です。
応募資格

：国内在住で｢@art_de_genki｣のアカウントをフォローした方

応募方法

景

：①お使いのスマホに｢instagram｣をインストールする
②｢@art_de_genki｣のアカウントをフォローする
③撮った写真に「＃アート de 元気 2020」のハッシュタグをつけてアップする
※当選者は事務局よりダイレクトメッセージにてお知らせさせていただきます（2021 年
2 月頃）。また、受賞作品は Web サイト及び@art_de_genki のアカウント、次年度のポ
スター等で紹介させていただきます。
品： 金賞 30,000 円相当の品 ×1 名
銀賞

20,000 円相当の品

×1 名

銅賞

10,000 円相当の品

×2 名

※兵庫県ゆかりのアーティスティックな品を予定
問合せ先：アート de 元気ネットワークひょうご推進会議事務局
（兵庫県企画県民部知事公室芸術文化課内芸術文化課内）TEL:078-362-3171
★詳細については、公式ＨＰをご確認ください。
インスタグラムフォトコンテスト詳細
https://hyogo-artdegenki.jp/post/628678764496371712/
ガイドブックダウンロードページ
https://hyogo-artdegenki.jp/post/628677724677046272/
「アート de 元気ネットワークひょうご」について
https://hyogo-artdegenki.jp/
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ひょうご仕事と生活センターからのお知らせ

ワーク・ライフ・バランス フェスタを開催します
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、各種
イベントを実施します。その一つとして、11 月 20 日に県公館にて「ワーク・ライフ・バランス フェスタ」
を開催し、企業の先進的な取組事例紹介を通じて、働き方改革の取組を促進します。
今回は新型コロナウイルス感染拡大防止を図るため、会場参加は表彰等の関係者に限り、当日の様子を
後日 YouTube にてオンライン配信いたします。ぜひお申込みください。
【配信期間】12 月 7 日（月）AM9:00～12 月 14 日(月)
【内 容】〔特別講演〕
「with コロナ時代での、テレワークを併用した働き方とマネジメントのコツ」
<講師>なかむら アサミ 氏
(サイボウズ(株)チームワーク総研シニアコンサルタント）
※

お申込みはこちら

このほか、ひょうご仕事と生活のバランス企業表彰やワーク・ライフ・バランスキャッチフレーズ表彰式を行います。

【申込方法】以下の URL または QR コードよりお申込みください。

https://www.shinsei.elg-front.jp/hyogo/uketsuke/form.do?id=1599799788743

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、中学・高校生を含むたくさんの方々から、
過去最高の 2,461 作品ものご応募をいただきました。たくさんのご応募ありがとうございます。
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』を以下のとおり決定し
ました。

キャッチフレーズはひょうご仕事と生活センターの情報誌やホームページ、啓発用カレンダーなどで発信
し、ワーク・ライフ・バランスの普及促進に活用します。

推進月間イベントスケジュール
月のが
○ 阪神・姫路地域ワーク・ライフ・バランスシンポジウム
日

時

10 月 16 日(金）
15:00～17:00

場

所

内

容

【テーマ】コロナ禍で変わる日本の働き方
尼崎商工会議所

～テレワークが当たり前の社会へ～
【講 師】田澤

【テーマ】女性の活躍を促進する企業セミナー

14:00～15:30

【講 師】森

○

尼崎経営者協会
TEL:06-6411-4281

由利氏（(株)ﾃﾚﾜｰｸﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ代表取締役）

11 月 10 日(火） ホテルモントレ
姫路

申 込 先

仁美氏（(公財)21 世紀職業財団講師）

姫路経営者協会
TEL:079-288-1011

神戸地域ワーク・ライフ・バランスセミナー

10 月 13 日(火） Zoom による
14:00～16:00

ｵﾝﾗｲﾝ配信

【テーマ】with コロナの中での新たな働き方
～実践的なテレワークについて～
【講 師】武田

（公財）兵庫県勤労福祉協会

かおり氏（社会保険労務士法人 NSR）

ひょうご仕事と生活センター

〒650-0011 神戸市中央区下山手通 6-3-28 兵庫県中央労働センター１階
TEL：078-381-5277 FAX：078-381-5288 E-mail：info@hyogo-wlb.jp
https://www.hyogo-wlb.jp/
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神戸県民センター
TEL:078-647-9087

♦ 女性のための働き方セミナー「夢をカタチに！ 起業を目指した計画づくり」
好きなことや得意なことで仕事を立ち上げたい。そのために必要な事業計画の立て方や、お金の話につ
いてお話しします。すでにアイデアを持っている人やこれから探そうとする人、事業を始めたけれど計画
を見直したい人など、ぜひご参加ください。
日

時

令和 2 年 10 月 21 日（水）10:00～12:00

受講料 無料

会場：県立男女共同参画センター

セミナー室

定

員 テーマに関心のある女性 8 名

講

師 陸井 浩三 さん（中小企業診断士、NPO 法人ビジネスアシストこうべ 理事）

応募締切 10 月 7 日（水）12：00（応募者多数の場合は抽選）
※一時保育

あり・無料・定員 6 名（１歳半から就学前まで、要予約）

♦ 女性のための働き方セミナー「働くシングル女性を応援！ 30 代で考えるステップアップ」
「今までの経験を活かして、ステップアップを目指したい！」「このまま派遣社員で働き続けていいのか
な？」「転職しようか迷っているけれど、今の転職事情は？」など、働き方への迷いや不安を感じていま
せんか。これからも働き続ける 30 前後の方を対象に、女性のキャリア相談など経験豊富な講師がアドバ
イスをします。自分らしいこれからの働き方を見つけましょう。
日

時

令和２年 10 月 24 日（土）10:00～12:00

受講料 無料

会場 県立男女共同参画センター

セミナー室

定

員 再就職または継続就業をめざす女性

8名

講

師 髙見 香織 さん（社会保険労務士、キャリアコンサルタント、ファイナンシャルプランナー）

応募締切 10 月 12 日（月）12：00（応募者多数の場合は抽選）
※一時保育

あり・無料・定員 6 名（１歳半から就学前まで、要予約）

♦ 女性のための働き方セミナー「職場で役立つコミュニケーション術」
自分の考えや思いを言葉にすることに苦手意識を感じていませんか。ワークを通してコミュニケーション
術を学び、個々の問題解決にむけて、モチベーションをあげられるよう心の整理整頓を学び、前向きに自分
らしく働くことをめざしましょう。
日

時

令和２年 11 月５日（木）10:00～12:00

受講料 無料

会場 県立男女共同参画センター

セミナー室

定

員 再就職または継続就業をめざす女性

8名

講

師 横家 佳子 さん（一般社団法人全国心理業連合会プロフェッショナル心理カウンセラー）

応募締切 10 月 26 日（月）13：00（応募者多数の場合は抽選）
※一時保育

あり・無料・定員６名（１歳半から就学前まで、要予約）

★１歳半未満のお子さまは、抱っこやベビーカーで同席してご参加いただけます。
《セミナー申込方法》
所定の申込書（イーブンホームページから入手可能）に必要事項を記入の上、電子申請、郵送・ＦＡＸ等でセンター
宛てお申し込み下さい。

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) https://www.hyogo-even.jp
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♦ 令和２年度

育休復帰応援セミナー「親子で、地域・社会で成長するためのコミュニケーション」

家族や職場とコミュニケーションをとりながら、働き続けることの大切さを学ぶセミナーです。参加者同士の対
話や先輩ワーキングマザーの講師からのアドバイスも交えながら、安心して復帰ができるよう準備をしませんか。
日

時

令和２年 11 月 10 日（火）10:00～12:00

受講料 無料
定

会場 県立男女共同参画センター セミナー室

員 産休・育休中の方、将来的に育休を取得して働き続けたいと考えている方 １０名（組）
※お一人での参加、パートナーとの参加、どちらでもご参加できます。

講

師 湯本 理絵 さん（キャリアコンサルタント・ワーク・ライフバランスコンサルタント）

応募締切 10 月 30 日（金）13：00（応募者多数の場合は抽選）
※一時保育 あり・無料・定員 6 名（１歳半から就学前まで、要予約）

♦ 女性のための再就職１日集中講座「再就職へ GO!!採用を勝ち取る！就職活動準備セミナー」
「就職活動をしているけど、なかなかうまくいかない…！」
「自分の就職活動をチェックしてほしい…！」
「アド
バイスが欲しい…！」などと悩んでいる方は多くいます。
このセミナーでは、自分にあった職業選択のヒントや、採用担当者に訴求する職務経歴書、履歴書の書き方のポ
イント、また面接で焦らないためのマナーと応用テクニックを学びます。さあ、同じ悩みを持っている仲間と悩み
を解消し、採用をつかみとりましょう！！
日

時

令和２年 11 月６日（金）10:00～16:00

受講料 無料

会場 県立男女共同参画センター セミナー室（神戸クリスタルタワー7 階）

定

員 再就職を希望する女性の方 15 名

講

師 岡澤 亮子 氏（ルーセントライフネス(株)所属講師・特定社会保険労務士 キャリアコンサルタント）

応募締切 10 月 27 日（火）13：00（応募者多数の場合は抽選）
※一時保育 無料・要予約（１歳半～就学前のお子さん・６名まで）

♦ ２日間連続

女性のための再就職セミナー「自分の魅力を再発見！」

自分を知るための「自己分析」は、就職活動のファーストステップです。自分の価値観・強み・弱み・思考の傾
向・対人関係の傾向などを理解し、そこから将来なりたい自分をイメージすることが大切です。
セミナーの１日目は、就職活動で求められる「コミュニケーション力」をもとに対人関係の傾向を分析、２日目
は仕事を通してなりたい自分をイメージ、自己の未来を分析します。また就職活動中のストレス解消法も学習しま
す。人生１００年時代「どのように働くか」就職活動を通して考えていきましょう。
日

時

令和２年１０月２７日（火）13:30～16:00 １０月２８日（水）13:30～16:00

受講料 無料

会場 県立男女共同参画センター セミナー室（神戸クリスタルタワー7 階）

定

員 再就職を希望する女性の方（２日とも参加できる方） ２０名

講

師 西村 美紀代 氏（ルーセントライフネス(株)所属講師・特定社会保険労務士
岡澤 亮子 氏（ルーセントライフネス(株)所属講師・特定社会保険労務士

産業カウンセラー・キャリアコンサルタント）
キャリアコンサルタント・年金マスター）

応募締切 10 月 16 日（金）13：00（応募者多数の場合は抽選）
※一時保育 無料・要予約（１歳半～就学前まで 各日６名まで）
★セミナー申込方法★

イーブンホームページからお申し込み下さい。https://hyogo-even.jp/seminar/2020

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) https://www.hyogo-even.jp
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《子育て中の方やお子さんを対象としたイベントを毎月開催しています》
◆ イーブン保育付きライブラリー
１歳半～就学前のお子さんを保育室でお預かりします。保護者の方はその間ゆっくりと本を読んだり求職
相談を行っていただけます。事前予約制です。
日

時

10 月 20 日（火）10:00～12:00

会

場

県立男女参画センター（神戸クリスタルタワー7 階）

対

象

兵庫県在住で、１歳半から就学前までのお子さんをお持ちの方（親、祖父母等）

保育定員

9 名（１歳半～就学前まで）

参加費 無料

◆ 紙芝居・絵本の読み聞かせひろば
紙芝居や絵本は、子どもたちにすてきな世界を広げてくれます。親子でご参加ください。
約 30 分の読み聞かせ会の後、12 時までは保育室で自由に遊べます。事前予約は不要です。
日

時

10 月 28 日（水）10:30～11:00

会

場

県立男女参画センター 保育室（神戸クリスタルタワー7 階）

対

象

どなたでもご参加いただけます。 参加費 無料

☆詳細は就業支援課０７８－３６０－８５５０ 保育支援員宛てにお問い合わせください。
皆様のご参加をお待ちしています。
☆Twitter 始めました。最新の情報は Twitter から発信しますので、フォローをお願いします。

ＱＲコード

https://twitter.com/HyogoEven

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) https://www.hyogo-even.jp

■

特別展「女たちのひょうご―千姫から緒方八重まで―」
”ひょうご”ゆかりの女たちを多数取り上げながら、江戸時代の女性の
多様な人生について考えます。
令和 2 年（2020）１０月３日（土）～１１月２３日（月・祝）
10:00～17:00（最終入館 16:30）
場

所：兵庫県立歴史博物館

費

用：大人 1,000 円、大学生 700 円、高校生以下無料

■

三木翠山画「絹本着色田捨女画像」個人蔵
丹波市立柏原歴史民俗資料館・田ステ女記念館寄託

れきはくロビーコンサート
令和 2 年（2020）１０月 1７日（土）14:00～
場

所：兵庫県立歴史博物館

１F ロビー

出

演：松本 光史氏（ピアノ）

曲

目：ベートーヴェンのピアノソナタ 27 番 作品 90
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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■

歴はく倶楽部「粘土で恐竜をつくろう」
令和 2 年（2020）１０月２５日（日）
【午前】1０:00～1１:３0 【午後】1３:00～1４:３0

定

員：午前１２名、午後１２名（先着順）

参加費：１００円

粘土で恐竜

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

兵庫県立美術館
■

イベント情報

つながる ひろがる 美術館

当館 Web サイト(こどもプログラムページ)にて、館外でも身近に美術に触れることができるプログラ
ムや鑑賞プログラムをご紹介します。
①「つくって・みる・ひろば」
過去に「こどものイベント」で行ったワークショップの中から、家庭にある身近な材料と道具で取り
組むことができるようにアレンジし、ご紹介します。
〈その 1〉『くみあわせよう！』(公開中) ～〇△□をくみあわせて自分だけの景色をつくろう！～
(2019 年 10 月 5 日(土)に開催したコレクション展Ⅱ〈特集１〉
「けんび八景」展関連こどものイベント
「くみあわせよう！」を元にしました。)
１．身近にある〇△□をくみ合わせた形やロゴを見つけ、どうやってくみあわせているか考える。
２．紙を〇△□にはさみで切り、パーツをつくり、土台の紙の上で自由にくみあわせる。
くみあわせが決まったら、のりではって仕上げる。
３．作品ができたら、タイトルやストーリー、工夫したところなどをまわりの人に話す。
※詳しくは、
「こどもプログラム」ページをチェックしてください。

②「みる・みる・ひろば」(準備中)
会期中の展覧会の中から、展示作品を

「つながる

ひろがる

美術館」

いくつか紹介し、当館コレクションの

ぜひ、まわりの人と一緒に

魅力を伝えていきます。

取り組んでみてね♪

☆「こどもプログラム」ページ
(兵庫県立美術館ホームページ→教育プログラム→こどもプログラム)
https://www.artm.pref.hyogo.jp/kids/index.html

■

美術館の妖精 イベチャン

こどものイベント

詳細が決まり次第、当館 Web サイト(こどもプログラムページ)にてご案内します。
問合せ先：兵庫県立美術館 子どものイベント係
〒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
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◆ 星・宇宙へのとびら～秋の星空案内～

◆ チャレンジ！トンボとり
１０月４日（日）
【時間】１０：３０～１１：３０
【場所】4 階

１０月 1１日（日）
・秋の星空案内や天文関係のトピックスを、クイ

実習室・深田公園

ズを交えて紹介します。

【定員】１００名（参加費：無料）

【時間】１４：００～１５：００

【受付】当日１０：２０から４階実習室前にて

【場所】３階 アースシアター（参加費：無料）

受付開始

【定員】6 組（お一人もしくは家族単位）抽選

【推奨年齢】幼児～小学校低学年

【受付】当日１３時３０分までに３階アースシ

※定員のあるものは、推奨年齢の子どもたちを

アター前に設置した受付カードを応募

優先します。また推奨年齢以外の参加はご遠慮

ボックスに投函してください。

いただくことがあります。

◆ フロアスタッフとあそぼう

◆ はかせと学ぼう！

「ハロウィン★クイリング」

「化石のレプリカをつくろう」

１０月１７日（土）、１０月２４日（土）

１０月１０日（土）

・細長い紙をくるくる巻いて、ハロウィンのモチ

・石膏で化石のレプリカをつくろう！

ーフをつくろう！

【時間】①１３：００～ ②１４：００～

【時間】１３：３０～１４：００

③１５：００～
【場所】4 階

【場所】4 階 ひとはくサロン（参加費：無料）

オープンラボ

【定員】両日とも先着５組（家族単位）

【定員】各回４組（参加費：１００円）

【受付】当日１０：００から４階インフォメー

【対象】小学生以上

ションにて受付開始

【受付】当日１０：００から 4 階インフォメ

※定員になり次第終了します。

ーションにて受付開始

◆ 花工房

※定員になり次第終了します。

１０月１８日（日）

◆ フロアスタッフとあそぼう「画はくの日」

・押し花を、自分の好きな形にならべて、かわい

１０月１１日（日）

いしおりをつくります。

【時間】１３：３０～１４：００

【時間】①１２：３０～ ②１３：３０～

【場所】4 階

【場所】4 階 中セミナー室

ひとはくサロン

【定員】５組（家族単位）（参加費：無料）

【定員】各回お一人または家族単位の６組

【受付】当日１０：００から 4 階インフォメ

※

（抽選）（参加費：１００円）

ーションにて受付開始

【対象】小学校 1 年生以上（マスク着用）

※定員になり次第終了します。

【受付】１２：００まで 4 階 中セミナー室前

新型コロナウイルスの影響により、予定が変更になる場合がありますので、事前に
HP 等でのご確認をお願いいたします。

問合せ先：兵庫県立 人と自然の博物館
〒669-1546

兵庫県三田市弥生が丘６丁目

TEL：079-559-2001

FAX：079-559-2007
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◆ くるくる回って落ちる種子を観察しよう！

◆ はかせと学ぼう！
「アンモナイト石けんをつくろう！」

１０月２４日（土）

１０月１８日（日）
・アンモナイトのシリコン型に石けん素材を流し

・くるくる回って落ちる種子の様子を、下から風

込み、アンモナイトのレプリカを作製します。

カエデ、イヌシデ、マルバアオダモ、ツクバネ

石けんが固まって完成するまでに約３０分を要

ウツギなど種類によって回り方が違って面白い

します。

ですよ。

【時間】①１３：００～ ②１３：２０～

【時間】１３：３０～１５：００

③１３：４０～ ④１４：００～

が吹く透明パイプの中に落として観察しよう！

【場所】４階 実習室（参加費：無料）

⑤１４：２０～ ⑥１４：４０～

【場所】４階 オープン・ラボ
【定員】各回４組

◆ ひとはく探検隊「キノコ GET だぜ！」

（家族単位）

１０月２５日（日） ※小雨決行

（参加費：３００円）

・ひとはくの建物の周りを歩いて、秋のキノコを

【受付】当日１０時００分から４階インフォメ

探します。

ーションにて受付開始

【時間】１３：３０～（所要時間約１時間）

※定員になり次第終了します。

【場所】4 階 ひとはくサロンに集合
【定員】５組（家族単位）（参加費：無料）

◆ ドリームスタジオ「紙すきにチャレンジ」

【受付】当日１０：００から４階インフォメー

１０月１８日（日）

ションにて受付開始

・牛乳パックのパルプから、オリジナルカード・
ハガキを作ろう！
【時間】１３：００～１５：００
【場所】4 階

※定員になり次第終了します。
◆ フロアスタッフとあそぼう

実習室（参加費：１００円）

【対象】小学１年生以上（マスク着用）
【定員】６組（家族単位）

「丹波の恐竜たてばんこづくり」
１０月３１日（土）
・パーツを組み合わせて、丹波竜の時代のジオラ

【受付】当日１２：３０までに代表者の１人が
４階実習室前に設置した受付カードを
応募ボックスに投函してください。

マカードをつくろう！
【時間】１３：３０～１４：００
【場所】4 階 ひとはくサロン
【定員】５組（家族単位）
（参加費：１００円）
【受付】当日１０：００から 4 階インフォメー
ションにて受付開始
※定員になり次第終了します。

※

新型コロナウイルスの影響により、予定が変更になる場合がありますので、事前に
HP 等でのご確認をお願いいたします。

問合せ先：兵庫県立 人と自然の博物館
〒669-1546

兵庫県三田市弥生が丘６丁目

TEL：079-559-2001

FAX：079-559-2007
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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

芸術の秋を楽しむ活動のひとつとして、紙でつ
くる花「ペーパーフラワー」を親子で作ってみま
せんか？
お花紙と呼ばれる、ピンクや白の薄い紙を何枚か
重ね、蛇腹折りして縛り、紙を一枚ずつ広げて作
ったペーパーフラワーは、園や学校行事の会場装
飾で作った経験がある方もいらっしゃるでしょ
う。
同じ作り方でも、ペーパーナプキンや包装紙を使
うと、また違った雰囲気に仕上がります。
また、紙でありませんがラッピングに使われる色
鮮やかな不織布で作ると、ふんわり仕上がり、と
ても可愛いですよ。
小さいものから大きいものまで、サイズを色々変
えて作ってみるのも面白いでしょう。
大きいと迫力があり、飾り映えします。
ペーパーフラワーの作り方も、多種多様です。
画用紙で花びらを一枚ずつ作り貼り合わせたり、
細長い紙を端からくるくると巻いて作ったり、切
り口を変えるだけで、雰囲気がガラリと変わり楽
しいですよ。
おうちに、素敵な花を咲かせてくださいね！
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

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：078-362-4185

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の制度や基準など
乳 幼 児 教 育 や 保 育 に 係 る 様 々 な ご 相 談 は 、 ＃ 7350 に
お電話してください。
保育専門員が「知りたい」「聞きたい」にお答えします。

◆開設時間
◆電話番号
◆E メール

月曜～金曜 9：00～17：00（祝日を除く）
＃７３５０
078－341－7711（内線 2920）
kodomoseisaku@pref.hyogo.lg.jp

（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）

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

ひょうご孫ギフトプロジェクト（ふるさとひょうご寄附金）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 万円以上のご寄附をいただいた兵庫県外在住の個人の
方には、返礼品として、兵庫県の企業によるお子様向け
グッズ及び「県立施設共通招待券」を送付いたします。

●お得な制度は？
実質 2 千円の負担で、所得税・住民税から一
定の税控除が可能です。(ふるさと納税制度)

●寄附のお申し出・問い合わせ先
兵庫県こども政策課(TEL078-362-4183)

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、アドレ
ス(kodomoseisaku@pref.hyogo.lg.jp)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）
11

ひょうご 孫ギフト で検索！

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

