」
兵庫県子ども・子育て支援推進本部ニュース
第 1８４号
号

令和３年（２０２１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３年９月 27 日(月)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。

兵庫県立美術館

イベント情報

■こどものイベント
詳細は決まり次第、当館 Web サイトにてお知らせします。
■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。
★ つくって・みる・ひろば

〈その１〉『くみあわせよう！

★ つくって・みる・ひろば

〈その２〉『ヒゲンジツをつくれるか？』

★ つくって・みる・ひろば

〈その３〉『ふきだし つけちゃおう！』

★ つくって・みる・ひろば

〈その４〉『マイ・コレクション展』

②みる・みる・ひろば
美術館の楽しみ方や活用方法など、こどもとご家族向けにわかりやすく発信していきます。
★ みる・みる・ひろば <その１> 『はじめての美術館～兵庫県美のおやくそく』
③あそんで・みる・ひろば
「遊び」感覚で気軽に取組みながら当館所蔵作品に親しむことができるプログラムです。
★あそんで・みる・ひろば

「フレームでアート」 〈その１〉『マイフレームをつくろう』

★あそんで・みる・ひろば

「フレームでアート」 〈その２〉『食べもの大集合！』

身の回りのものにマイフレームをつけて作品に変身させてみよう！
☆「こどもプログラム」ページ

おうちで取り組める

artm.pref.hyogo.jp/kids/index.html

プログラムだよ！

申込み・問合せ先：078-２６２-０９０８

ぜひ、取り組んでみてね♪
美術館の妖精 イベチャン
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のぞいてみよう
「アート

ひょうごのアートフェスティバル！

「アート de 元気ネットワークひょうご」10 月のイベント

兵庫県では、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。
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魅力的な芸術祭が開催さ
れ、それらを紹介するガイドブックを作成しました。子どもから大人まで楽しめるものとなっておりますので、
ぜひガイドブックを手に、芸術の秋に県内各地で開催される芸術祭を訪ねてみませんか？
また、インスタグラムフォトコンテストも開催します。今年は『アートで発見！新たな自分！』をテーマに、
まちなみや展示作品の中で皆さんが目撃したアートな風景を切り取り、たくさんインスタグラムにアップしま
しょう。入賞された方には兵庫県ゆかりのアーティスティックな賞品を贈呈！皆さんのアートな投稿をお待ち
しています！
対象芸術祭や参加方法の詳細は下記をご確認ください。
①豊岡アートシーズン
場所：豊岡市全域
日時：【秋冬期】10/1(金)～2022/3/31（木）
問合せ先：Toyooka Art Season 事務局
TEL:0796-23-1160

https://toyooka-artseason.jp

②六甲ミーツ・アート 芸術散歩 2021
場所：六甲山上施設全 12 会場（神戸市）
日時：開催中～11/23(火・祝)※10 月の毎週月曜休業日
問合せ先：六甲ミーツ・アート芸術散歩 2021 インフォメーション
TEL:078-891-0048

https://www.rokkosan.com/art2021/

③木彫フォークアートおおや
場所：おおやホール(養父市)
日時：開催中～10/3(日)
問合せ先：木彫フォークアートおおや事務局

TEL：079-669-0120

https://mfa-oya.com

https://www.facebook.com/mokutyou.folk.art/
④丹波篠山・まちなみアートフェスティバル
場所：丹波篠山市河原町妻入商家群（丹波篠山市）
日時：開催中～10/24(日)

※毎週末 金・土・日・祝日開催

問合せ先：丹波篠山・まちなみアートフェスティバル実行委員会
TEL:079-552-2524

http://sasayama-art.com/iraka

⑤下町芸術祭

⑥のせでんアートライン

場所：長田区（神戸市）

場所：能勢電鉄沿線（川西市、大阪府豊能町）

日時：10/9(土)～10/24(日)

日時：10/30(土)～11/23(火・祝)

問合せ先：新長田アートコモンズ実行委員会

問合せ先：のせでんアートライン 妙見の森実行委員会

TEL:078-647-7430

TEL:072-792-7716

http://shitamachi-art.com/
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http://www.noseden-artline.com

■インスタグラムフォトコンテストについて
・応募期間：9/11(土)～11/29(月)
・募集テーマ：
『アートで発見！新たな自分！』（重点募集テーマ）
新型コロナウイルス流行に伴い、私たちは大きな制限のある生活を余儀なくされてきました。
アフターコロナ社会には明るく、新しい世界が待っている。アートに触れることでイメージ
できた新しい世界での自分をポーズにして表現してもらいます。
※作品や風景のみの写真も是非ハッシュタグをつけてご投稿ください。
・応募資格：国内在住で公式 Instagram アカウント(@art_de_genki)をフォローした方
・応募方法：①お使いのスマホに｢Instagram｣をインストールする
②Instagram アカウント(@art_de_genki)をフォローする
③撮った写真に「＃あーとひょうご 2021」のハッシュタグをつけて
たくさんアップしよう
※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（令和 4 年 2 月頃）
。
また、受賞作品は Web サイト及び公式 Instagram アカウント(@art_de_genki)、
次年度のポスター等で紹介させていただきます。
・景

品：金賞 30,000 円相当の品 ×1 名
銀賞 10,000 円相当の品 ×1 名
銅賞

5,000 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
〒650-8567
神戸市中央区下山手通 5-10-1 兵庫県芸術文化課内
TEL:078-362-3171
HP：https://hyogo-artdegenki.jp

アート de 元気で検索！

Facebook：https://www.facebook.com/artdegn
インスタグラム：https://www.instagram.com/art_de_genki/

◎施設・設備の大規模改修工事による休館のお知らせ
休館期間：令和 3 年（2021）9 月 6 日（月）～令和 5 年（2023）3 月末（予定）
※休館中は館外にてもよおしを継続的に実施します。
問合せ先：兵庫県立歴史博物館
TEL 079-288-9011

〒670-0012 兵庫県姫路市本町68番地
FAX 079-288-9013

https:// rekihaku.pref.hyogo.lg.jp/
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※

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。

収蔵資料展
毎月変わるよ！江田コレクション展
～美麗な甲虫や蝶の標本を毎月入れ替え展示～
ひとはく初の試みとなる月毎の入れ替え展示の第５回目のテーマは、江田コレクションの中から
様々な形や体色のカミキリムシを厳選した「多様なカミキリムシ」です。カミキリムシは、一般的には
細長い体に，非常に長い触角を持ち、“髪切り・噛み切り”の名の由来になった発達したアゴを持つ
コウチュウの仲間です。カミキリムシは世界中で 2 万種以上も記録されており、昆虫類の中でも
最も多様化したグループのひとつで、中にはカミキリムシとは思えないようなものもいます。
今回の展示では、奇抜な形態・美麗な体色をもつカミキリムシを集めましたが、これらの特徴は、
気まぐれに進化してきたものではありません。各種ごと生息環境、食草などに適応した結果ですが、
全てが解明されているわけではありません。多様なカミキリムシには、まだまだ進化的なミステリーを
秘めています。展示を通して、生物の多様性とその裏に秘められた進化的なストーリーに思いを馳せて
いただけたら、より楽しめると思います。
第５回「多様なカミキリムシ」
(1) 期間：10 月１日（金）～10 月 31 日（日）
(2) 場所：兵庫県立人と自然の博物館 ４階ひとはくサロンの休憩コーナー
(3) 展示物：カミキリムシ類 32 種（標本 105 点）

ホウセキカマキリ

テナガカミキリ

展示特別企画
身近な海のベントス展
水の底に生息する生物を総称してベントス（底生生物）といいます。
私たちの生活圏のすぐそばにある海岸には、
干潟・砂浜・岩礁・藻場といった様々な海洋環境が発達し、
生息環境に応じて多種多様なベントスが見られます。
しかし、海岸にすむベントスは埋め立てや干拓などによる
生息環境の消失、環境汚染、外来種の導入などの影響を受け、
絶滅の危機に瀕している種も少なくありません。
本企画では、私たちの身近で懸命に生きる海のベントスの世界に
ご案内します。
(1) 期間：10 月 12 日（火）～12 月 26 日（日）
(2) 場所：兵庫県立人と自然の博物館 ２階企画展示室
特別協力：船の科学館「海の学び ミュージアムサポート」
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潮間帯の潮溜りに潜むｽﾍﾞｽﾍﾞﾏﾝｼﾞｭｳｶﾞﾆ

１

フロアスタッフとあそぼう「画はくの日～タネを描いてみよう～」１０月９日（土）、１０日（日）
タネを観察して絵を描いてみましょう。
時間：13:30～14:00
場所：4 階ひとはくサロン
定員：5 組（家族単位）
参加費：無料 色鉛筆など道具は貸出し致します。
受付：当日 10：00 から４階インフォメーションにて、参加申し込みの受付を開始。
※定員になり次第終了します。

２

標本のミカタ「タネの世界(有用植物)」 １０月１０日（日）
人間の生活に密接にかかわる植物の果実や種子を紹介します。
食用や薬用、食器、玩具、楽器などに使われる種子や果実を展示します。
時間：13:00～16:00
場所：4 階大セミナー室
参加費：無料

３

標本のミカタ「タネの世界（有用植物）
」ギャラリートーク １０月１０日（日）
標本のミカタ「タネの世界（有用植物）
」
「種子、果実の利用」について、研究員が説明をします。
時間：13：30～15:20 ①13：30～13：50 ②15：00～15：20
場所：4 階大セミナー室
参加費：無料
定員：各回 10 名
受付：①13:20～ ②14:50～、4 階大セミナー室で受付開始
※定員になり次第終了。

４

フロアスタッフとあそぼう「ハロウィン★モールでクモをつくろう」１０月１６日（土）
モールを使ってカラフルなクモのかざりをつくろう！
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、参加申し込みの受付を開始。
※定員になり次第終了します。

５

えんがわミュージアム １０月１７日（日）
博物館の中と外、そして人と人、人と自然をゆるやかにつなぐ縁側のような空間を！
公園あそびをもっと楽しくするグッズの貸し出しコーナー、テーブルとイスでくつろぐ
休憩コーナーが、
「ホロンピアホール」前に出現します。
自由な過ごし方で、えんがわ時間を楽しんでくださいね。
時間：11：00～15:00
場所：1 階出入口付近
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６

花工房 １０月１７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
① 12:00～ ②12:20～ ③12:40～ ④13:00～ ⑤13:20～ ⑥13:40～
場所：４階中セミナー室
参加費：１００円
対象：どなたでも（家族単位で参加。歩き回らず参加ができ、マスクを着用できること。）
定員：各回 4 組
受付：11：30～ 4 階中セミナー室前で先着順整理券配布。

７

はかせと学ぼう！「アンモナイト石けんをつくろう！」
アンモナイトのシリコン型に石けん素材を流し込み、
アンモナイト化石のレプリカを作製します。
石けんが固まって完成するまでに約３０分を要します

１０月１７日（日）

時間：①13：00、②13：20、③13：40、④14：00、⑤14：20、⑥14：40
定員：各回 4 組（家族単位）
参加費：３００円
場所：4 階オープン・ラボ
受付：当日 10：00 から４階インフォメーションにて、参加申し込みの受付を開始。
※定員になり次第終了します。

８

ドリームスタジオ「紙すきにチャレンジ」 １０月１７日（日）
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：13：00～15：00 ①13:00～ ②14:00～
場所：4 階実習室
定員：各回 7 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、先着順整理券配布。
※定員になり次第受付は終了します。

９

フロアスタッフとあそぼう「森の忍者たち～かくれる虫をつくろう！～」
１０月２３日（土）
、２４日（日）
まわりの自然に似せて身をかくす昆虫をつくります。
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：無料
受付：当日 10：00 から４階インフォメーションにて、参加申し込みの受付を開始。
※定員になり次第終了します。
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1０ 葉っぱ・木の実のポストアートつくり １０月２４日（日）
ポストカートサイズの台紙に、葉っぱや木の実を貼り付けて、自分だけのオリジナルアート作品を
つくりませんか。
時間：13:00～15:00 ①13:00～13:50 ②14:00～15:00
場所：4 階実習室
定員：各回 7 組（家族単位）
参加費：２００円
受付：当日 10：00 から４階インフォメーションにて、先着順整理券配布。
※定員になり次第受付は終了します。

1１ 星・宇宙へのとびら～秋の星空案内～ １０月２４日（日）
秋の星座案内や天文関係のトピックスを、クイズを交えて、紹介します。
時間：14：00～15：00
場所：3 階アースシアター
参加費：無料
対象：どなたでも（家族単位、歩き回らず参加ができ、マスクを着用できること）
定員：30 名
受付：当日 10：00 から４階インフォメーションにて、先着順整理券配布。
（家族単位で席に誘導します） ※定員になり次第受付は終了します。

1２ はかせと学ぼう！「海の生き物で実験しよう」 １０月３０日（土）
二枚貝を使った簡単なろか実験や巻貝の行動実験を行います。
時間：13:00～15:30 ①13:00～ ②14:00～
定員：各回 4 組（家族単位）
参加費：無料
場所：4 階オープン・ラボ
受付：当日 10：00 から４階インフォメーションにて、参加申し込みの受付を開始。
※定員になり次第終了します。

1３ ひとはく探検隊「キノコ GET だぜ！」 １０月３１日（日）※小雨決行
ひとはくの建物の周りを歩いて、秋のキノコを探します。
時間：13：00～（所要時間約 1 時間）
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
受付：当日 10：00 から４階インフォメーションにて、参加申し込みの受付を開始。
※定員になり次第終了します。
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 https://www.hitohaku.jp/
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秋季特別展 「屋根の上の守り神 －鴟尾・鯱－」
鴟尾(しび)・鯱(しゃちほこ)は建物のひときわ目立つ位置に置かれた屋根飾りです。
本展覧会で、丁寧な表現や華麗な装飾を身近に感じていただき、寺院や城郭の建物の象徴でもある鴟尾・鯱と、
そこに込められた人々の想いをご覧ください。
期

間

令和３年１０月２日(土) ～１１月２８日(日)

観覧時間

月曜日休館

午前９時３０分 ～午後５時（入場は午後４時３０分まで）
※年間の休館日、観覧料、アクセスについてはホームページをご覧ください。

【10 月受付の古代体験講座】
＊『ミニしゃちほこをつくろう』
日

時

11 月 14 日(日)

定

員

10 名

参加費

10:00～15:00

小学校４年生以上対象

受付〆切

10 月 14 日(木)

800 円

＊『古代の技に学ぶかごづくり』
日

時

11 月 21 日(日)

定

員

６名

参加費

粘土をこねてミニサイズのしゃちほこを作り、電気釜で焼き上げます。

古代の技術を参考に、山から取ってきた天然のツルでかごを作ります。

10:00～12:00

高校生以上

受付〆切

10 月 21 日(木)

800 円

＊『古代人の生活体験（前編）
』古代の方法で海水を煮詰めて塩を作ったり、どんぐりでクッキーを作ります。
日 時

11 月 28 日(日)

定

10 名

員

参加費

10:00～15:00

小学４年生以上

受付〆切

10 月 28 日(木)

500 円

＊『古代人の生活体験（後編）
』 石器時代の弓矢を体験したり、石器を使って古代の調理をしてみましょう。
日 時

12 月 4 日(土)

定

10 名

員

参加費

10:00～15:00

小学４年生以上

受付期間 10 月 4 日(月)～11 月 4 日(木)

500 円

古代体験講座の申し込み方法
申し込み期間内にホームページからオンラインで申し込みができます。
（応募者多数の場合は抽選）
〔 ホームページお知らせの下に体験講座が出てきます。体験講座問合せ

学習支援課 079-437-5564 〕

【毎日できます】
発掘体験（要観覧料、当日受付）

まが玉づくり（要材料費、当日受付）

発掘プールで土の中から遺物を

古墳時代のネックレス、まが玉を

探して、考古学者の気分になろう。

つくろう。
（白色またはピンク）

博物館に隣接する「播磨大中古代の村」は、竪穴住居で地下に眠る史跡大中遺跡を復元し、
約 1800 年前の弥生時代の人々の暮らしが体感できます。
緑豊かな木々の中、散歩やウォーキングにも素敵な場所です。
（利用：９時～17 時）

問合せ先 兵庫県立考古博物館
TEL 079-437-5589

〒675-0142

加古郡播磨町大中 1-1-1

FAX 079-437-5599 【 https://www.hyogo-koukohaku.jp/】
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兵庫県立考古博物館 加西分館「古代鏡展示館」からのお知らせ
ぞうがん

秋季企画展「象嵌

かたど

は

象 る／嵌める」

象嵌(ぞうがん)は、一つの素材に異質の素材をはめ込む技法です。
本展では、金銀などの金属や貴石をはめこんだ銅鏡や装身具などの作品の中から、
漢代以前の象嵌作品を展示し、古代金属工芸の美と技を紹介します。

期

間

観覧時間

令和４年３月１３日(土)まで
午前９時 ～午後５時（入場は午後４時３０分まで）
（フラワーセンターの入園は午後４時まで）

休 館 日

水曜日（2/23 は開館）12/20～1/1、2/24

観 覧 料

一般 100 円

高校生以下無料

10/20(水)～11/17(水)は無休

別途フラワーセンター入園料（一般 500 円など）が必要

※観覧料の割引、アクセスについてはホームページをご覧ください。

問合せ先 兵庫県立考古博物館 加西分館「古代鏡展示館」
〒679-0106 加西市豊倉町飯森 1282-1（兵庫県立フラワーセンター内）
TEL 0790-47-2212

FAX 0790-47-2213

【 https://www.hyogo-koukohaku.jp/kodaikyou/】

LINE 相談も
はじめます！

令和３年６月から開始しました「ひょうご子育てダイヤル ＃７３１２」ですが、
このたび１０月中旬頃から、これまでの専用ダイヤルに加え、LINE でもご相談を受付けます。
産後の悩み、母乳や離乳食、発育発達、生活や遊びに関することなど・・・子育てに関する悩みは
人それぞれです。そんなお悩みを保育士の相談員がお聞きし、内容に応じて看護師、助産師、栄養士、
歯科衛生士などの専門家が web 相談や家庭訪問を行ない対応します！

「ひょうご子育て LINE 相談」
開設時間：専用ダイヤルと同様

月曜日～金曜日

9:00～17:00

（祝日・年末年始 12/29～1/3 を除く）
※時間外のご相談は翌開設時間に順番に回答させていただきます。
対 象 者：兵庫県内にお住まいかつ
就学前までの乳幼児のお子さんを在宅で育児されている方
開始日や利用方法などはその都度更新しますので、詳しくはホームページをご覧ください。
(URL) https://web.pref.hyogo.lg.jp/kf11/soudan.html
【お問い合せ】

ひょうご子育てダイヤルにて相談ご希望の方は

兵庫県健康福祉部少子高齢局こども政策課

＃７３１２（なやみいっしょに）までお気軽にお電話ください
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TEL

078-362-4183（直通）

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

みなさんは、お子さんの「手形」を成長記録として残
されていますか？
最近では、手形を取るキットや画材が豊富なので、お

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

子さんの月齢や誕生日ごとに手形を取ることが、簡単

ど、家族と一緒に過ごしてみませんか。

にできるようになりました。

問合せ先：県男女家庭課

電話：078-362-4185

とはいえ、忙しい子育て期のご家族は、なかなか時間

認定こども園・保育所等ホットライン

を捻出するのが難しいと思います。
そこで、お子さんとお絵かきや工作をして遊んでいる
時や、誕生日よりは回数は減りますが、お子さんの節
目の行事である「七五三」に手形を取ってはいかがで

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。

赤ちゃんから使える、手形用のスタンプやインクはも

◆開設時間
◆電話番号
◆E メール

ちろん、絵の具やクレヨンタイプのものであれば、手

（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）

しょうか。

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

形以外でも使うことができるのでオススメです。
また、手形の周りにお好きな色や柄の「マスキングテ

子育てに関する相談はひょうご子育てダイヤルへ

ープ」を貼って装飾すると、簡単なのに見栄えがしま

子育ての悩みや疑問に保育士が無料で対応します。必要

す。手形に合わせて、用紙やテープの色や柄を選ぶ

に応じて看護師や栄養士など専門家によるオンライン無

と、よりきれいに仕上がります。
お子さんの可愛い手形を、また余裕があれば足型も取
ってみてくださいね！
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

料 相 談 や 家 庭 訪 問 も 。 ま ず は #7312 に 気 軽 に お 電 話 し て
ください。

◆開設時間

月曜～金曜 9：00～17：00
（祝日・年末を除く）
◆電話番号 ＃７３１２
078－362－4183（内線
◆E メール
kodomoseisaku@pref.hyogo.lg.jp

2863）

（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）

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
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

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
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（健康福祉部少子高齢局こども政策課）

●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。
●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)
●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。

ひょうご 孫ギフト

●寄附のお申し出・問い合わせ先
兵庫県こども政策課(TEL078-362-4198)

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

