」
兵庫県子ども・子育て支援推進本部ニュース
第 1７８号
号

令和３年（２０２１年）４月

ひょうご

子 ど も 未 来 通 信４月号
http://web.pref.hyogo.lg.jp/hw08/hw08_000000008.html
令和３年３月１９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。

第２６回子ども・子育て会議を開催しました！
３月１５日（月）に兵庫県公館で「第２６回子ども・子育て会議」を開催しました。
会議の冒頭、金澤副知事が「新型コロナウイルスの影響により、妊娠届出数や婚姻数が減少している
一方で、デジタル技術や情報通信などの進歩、進化が加速し、ポストコロナ社会への希望も見えてきた。
一極集中から地方分散への流れや地方回帰の動きもあり、大事な時期を迎えつつある。長期の展望に立っ
て議論をお願いしたい。」と述べられました。
会議では、「令和３年度子ども・子育て支援の推進」について
活発な意見交換が行われました。
県では、これらの意見や提言等を踏まえながら、今後の施策を
展開していきます。

問合わせ先：兵庫県健康福祉部こども政策課
TEL：078-362-4232

兵庫県動物愛護センターからのお知らせ

◆お問合せ先◆
兵庫県動物愛護センター
尼崎市西昆陽４丁目１－１
TEL 06-6432-4599
1

兵庫県立美術館
■つながる

ひろがる

イベント情報

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 4〉『マイ・コレクション展』(公開中)
～自分だけの展覧会をつくろう！～
(２０１９年８月１０日(土)に開催した特別展「山村コレクション展」関連こどものイベント
「マイ・コレクション展」を元にしました。)
※「山村コレクション」とは…兵庫県西宮市に住んでいた企業家・山村德太郎(1926-1986)が
集めて、亡くなった後まとめて当館にあずけられた作品群です。
みんなは何かコレクションしているものはありますか？
①一枚の紙を箱の形に組み立てて展示室をつくる。空き箱がある人は、使ってもいいね。
②展示作品（マイ・コレクション）となる素材を集める。読まなくなった広告・新聞、雑誌などの
印刷物から素材を選び切り取っていく。
③展覧会のテーマを決めて、集めた素材の中から展示する作品を選び、自分のストーリーに沿って
のりで壁に貼りつけて作品を展示していく。
作品が展示できたら、
「マイ・コレクション展」のできあがり♪
※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、展示作品をいくつか

「つながる

ひろがる 美術館」

紹介し、当館コレクションの魅力を伝えていき

ぜひ、まわりの人と一緒に

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
■こどものイベント
詳細が決まり次第、当館 Web サイト

美術館の妖精 イベチャン

(こどもプログラムページ)にてお知らせします。

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
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■

特別企画展「広告と近代のくらし」
会

期：令和 3 年４月２４日（土）～６月 2０日（日）
10:00～17:00（最終入館 16:30）
※毎週月曜日は休館日、5 月 3 日（月・祝）は開館

費

用：大人５00 円、大学生３５0 円、高校生以下無料

◇

兵庫県立歴史博物館が所蔵する広告関係資料を一挙公開

◇

兵庫県をはじめ、関西にゆかりのある地域産業や、百貨店や
映画館のポスターやチラシ、パンフレット等を多く展示します。

◇

20 世紀の都市社会にあふれたさまざまな広告を通して、
近代日本のくらしの移り変わりを紹介します。
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
https:// rekihaku.pref.hyogo.lg.jp/

◆ てんとうむしをゲットしよう！
４月４日（日）
・春になると、冬眠していたてんとうむしが出てきます。
いろんな種類のてんとうむしをつかまえてみよう！
【時

間】

①１０：３０～１１：２０

【場

所】

深田公園

【定

員】

各回５０名

②１１：３０～１２：２０ ③１３：３０～１４：２０

（参加費：無料）
【受

付】

当日４階中セミナー室前にて①②は１０：００、③は１３：００から受付開始。
※定員になり次第終了します。

【推奨年齢】 幼児～小学校低学年
※定員のあるものは推奨年齢の子供たちを優先します。
【持ち物】

帽子、マスク、飲み物
※雨天中止

※

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
3
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◆ フロアスタッフとあそぼう「画はくの日～植物標本を描いてみよう～」
４月 1０日（土）、11 日（日）
・植物標本をじっくり見て絵を描こう！色鉛筆など道具は貸し出しいたします。
【時

間】 １３：３０～１４：００

【場

所】 4 階 ひとはくサロン

【定

員】 ５組

【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

家族単位（参加費：無料）

※定員になり次第終了します。
◆ 楽しい草あそび
４月１７日（土）
・博物館周辺に生えている身近な植物を使って草遊びをします。遊びながら春の植物がどんな姿をして
いるか観察してみましょう。
【時

間】 １３：００～１３：３０

【場

所】 深田公園（集合は 4 階ひとはくサロン）

【定

員】 ２０名（参加費：無料）

【受

付】 当日１２：５０から４階ひとはくサロンにて受付開始
※小雨決行

◆ フロアスタッフとあそぼう「ひとはく宝さがしラリー」
４月１７日（土）
・ひとはくのお宝をみつけだし、ナゾをとこう！
【時

間】 １３：３０～１４：００

【場

所】 4 階 ひとはくサロン

【定

員】 ５組

【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。

家族単位（参加費：無料）

◆ 花工房
４月１８日（日）
・押し花を自分の好きな形にならべて、かわいいしおりをつくります。
【時

間】 １２：００～１４：００
①１２：００～

②１２：２０～ ③１２：４０～

④１３：００～ ⑤１３：２０～ ⑥１３：４０～
【場

所】 4 階 中セミナー室

【定

員】 各回４組 家族単位（参加費：１００円）

【受

付】 当日１１：５０から４階中セミナー室前にて先着順に整理券を配布。

※

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
4
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◆ 春の花をさがそう
４月１８日（日）
・深田公園で春の花を探しにいきましょう。
【時

間】 １３：００～１３：３０

【場

所】 深田公園（１３：００に 1 階出入口付近集合）

【定

員】 ２０名（参加費：無料）

【受

付】 当日１２：５０から１階出入口付近にて受付開始。
※定員になり次第終了します。
※小雨決行

◆ ドリームスタジオ「タンポポのボトルフラワーをつくろう！」
４月１８日（日）
・ガラスの瓶の中に、乾燥剤を使ってかわいいタンポポのボトルフラワーをつくります。
【時

間】 ①１３：００～１３：５０ ②１４：００～１５：００

【場

所】 ４階 実習室

【定

員】 各回６組 家族単位（参加費：３００円）
※１組につき２個まで

【受

付】 当日１２：４５から４階実習室前にて先着順に整理券を配布。
※定員になり次第終了します。

◆ ひとはく探検隊「『さとやま』の中を歩こう」
４月１８日（日）
・博物館から徒歩２０分のブイブイの森（南公園）を散策します。
【時

間】 １３：００～１５：３０

【場

所】 ブイブイの森（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）

【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。

☆歩いて山の中に入りますので、汚れてもよい服装（長袖、長ズボン）でおこしください。
☆雨天中止
☆小学校 2 年生以下は保護者同伴でご参加ください。

※

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
5
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◆ フロアスタッフとあそぼう「たんぽぽペーパークラフト」
４月２４日（土）、２５日（日）
・かわいいたんぽぽのペーパークラフトをつくって、花をさかせましょう！
【時

間】 １３：３０～１４：００

【場

所】 4 階 ひとはくサロン

【定

員】 ５組

【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。

家族単位（参加費：無料）

◆ よくまわる風車づくり
４月２５日（日）
・2 枚の折り紙を使って作った風車をつけて完成させます。くるくるよく回るかわいい風車ができあが
ります。
【時

間】 ①１３：００～

②１４：００～

【場

所】 4 階 実習室

【定

員】 各回６組 家族単位（参加費：２００円）

【受

付】 当日１２：４５から４階実習室前にて先着順に整理券を配布。
※定員になり次第終了します。

◆ ワークショップ「ひとはく缶バッジづくり」
４月２９日（木・祝）、３０日（金）
・ひとはくの標本を缶バッジにしよう！
【時

間】 １０：３０～１６：００（１１：３０～１３：００は昼休憩）

【場

所】 4 階 ひとはくサロン

【定

員】 １００名 （参加費：１００円）

【受

付】 随時受付（場合により整理券配布）

◆ 寄生植物を探せ！
４月２９日（木・祝）
・博物館周辺で寄生植物ヤセウツボを観察します。どこにどんな風に生えているか一緒に探しに
行きましょう。
【時

間】 １３：００～１３：３０

【場

所】 深田公園 （集合は 4 階ひとはくサロン）

【定

員】 ２０名（参加費：無料）

【受

付】 当日１２：５０から４階ひとはくサロンにて受付開始。
※定員になり次第終了します。
※小雨決行

間】
※ １０：３０～１６：００（１１：３０～１３：００は昼休憩）
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
【場 HP
所】
4 階 ひとはくサロン
等でのご確認をお願いいたします。
【定

員】 １００名 （参加費：１００円）

問合せ先：兵庫県立
人と自然の博物館
【受
付】 随時受付（場合により整理券配布）
〒669-1546

兵庫県三田市弥生が丘６丁目

TEL：079-559-2001

FAX：079-559-2007
6
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令和 3 年 4 月 1 日(木)から、兵庫県尼崎こども家庭センターを開設します。
これに関連して、これまでの尼崎駐在（療育手帳の相談窓口）は、３月末で閉鎖します。

兵庫県尼崎こども家庭センター
（ひと咲きタワー９階）

アクセス：阪急園田駅から 徒歩 約 15 分
JR 塚口から
徒歩 約 18 分

お問い合わせ：兵庫県尼崎こども家庭センター
〒661-0974 尼崎市若王寺 2 丁目 18 番 3 号 ひと咲きタワー９階
TEL：06-4950-5001
FAX：06-6491-3300

7

令和３年４月１日（木）から
兵庫県加東こども家庭センターを開設します。
１ 所管区域
北播磨５市１町（西脇市、三木市、小野市、加西市、加東市、多可町）
２ 相談内容
① 養育困難な子どもの相談
② 虐待についての相談
③ 非行の相談
④ 発達や障害の相談
⑤ 里親の相談

【事務所の所在地】

【お車でお越しの場合】県道３４９号線「播磨中央公園下」を西へ２００ｍ
【電車でお越しの場合】ＪＲ滝野駅下車、南西へ徒歩約１５分

お問い合わせ：兵庫県加東こども家庭センター
〒６７９－０２１２加東市下滝野１２６９－２（加東市元滝野庁舎２階）
TEL 0795-27-8250 FAX 番号 0795-48-9319
（児童虐待防止２４時間ホットライン番号 0795-48-9300）

8

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

4月になり、新年度がスタートしましたね。お子さ
んの園や学校など年間行事や、おうちの方のスケジ
ュールを、カレンダーで確認する機会が増える時で
しょう。そんな時、親子で「七十二候」に触れてみ
ませんか？
「春分」や「夏至」など、季節の移り変わりを表す
「二十四節気」を、さらに細かく分けた「七十二
候」。
美しい名称はもちろん、日本の季節に合っているの
で、とても身近に感じることができます。
例えば、七十二候「虹始見（にじはじめてあらわ
る）」は、春の雨上がりに、空に虹が見え始める季
節を表します。雨の後、親子で空を見上げる楽しみ
が増えますね。
また、「虹」をキーワードにして暮らしに遊び心を
加えてみましょう。
自転車の反射板を通して映る虹色を見つけたり、絵
の具やパステルの「赤、青、黄」３つの色だけを使
って、虹を描いたりしても面白いですよ。
虹を見た時のように、ワクワクする虹をモチーフに
した雑貨やおもちゃも、おすすめです。
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
9
（健康福祉部少子高齢局こども政策課）

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

