」
兵庫県子ども・子育て支援推進本部ニュース
第 1８５号
号

令和３年（２０２１年）11 月

ひょうご

子 ど も 未 来 通 信11月号
http://web.pref.hyogo.lg.jp/hw08/hw08_000000008.html
令和３年 10 月１８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。

第 28 回子ども・子育て会議を開催しました
10 月 12 日（火）に兵庫県公館で「第 28 回 兵庫県子ども・子育て会議」を開催しました。
会議では、冒頭に片山副知事が「コロナの影響もあって出生数は大きく減っているが、県の課題である若者の
県外流出を食い止め、県に定着してもらえる施策などとともに、出会いから結婚・妊娠・出産・子育てまでの
切れ目のない支援を粘り強く続けていくしかない。幅広いご意見、ご提言をいただきたい。」とあいさつを述べた
後、「ひょうご子ども・子育て未来プランに基づく取組の方向性」について審議され、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、今後の子ども・子育てに関する
施策を展開していきます。

きかせて！みんなの声

コロナ禍の子育てアンケート

ひょうご子育てコミュニティの幹事団体である、NPO 法人育ちあいサポート
ブーケさんが兵庫県で子育てに関わる皆様の声を募集しています。アンケートは、
スマートフォンから簡単にご回答でき、抽選でうれしい商品もプレゼント！
ぜひご協力ください。
１

回答フォーム： https://forms.gle/Y6XwgnUEadnzis8F8

２

対

象：兵庫県在住の３歳未満の乳幼児を育てる保護者の皆さま
（2018 年 12 月 1 日～2021 年 11 月 30 日生まれ）

３

回答期間：１１月３０日（火）まで

詳しくはこちら（NPO 法人育ちあいサポートブーケさん HP）
bouquetnpo.com/2021/10/13/%e3%80%90%e5%8b%9f%e9%9b%86%e4%b8%ad%e3%80%91%
e3%82%b3%e3%83%ad%e3%83%8a%e7%a6%8d%e3%81%ae%e5%ad%90%e8%82%b2
%e3%81%a6%e3%82%a2%e3%83%b3%e3%82%b1%e3%83%bc%e3%83%88/

お問合わせ先：NPO 法人育ちあいサポートブーケ
chosa@bouquet‐npo.com
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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

・観覧時間

１１月２８日(日)まで 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。
【特別展展示解説】11 月 14 日(日) 13:30～14:00 当日受付 要観覧券
学芸員が特別展の展示資料について詳しく解説します。
【11 月受付の古代体験講座】＊『子持まが玉のレプリカをつくろう』
雨流遺跡(うりゅういせき・南あわじ市)から出土した子持勾玉(県指定文化財)を参考に２日間かけて
作ります。
・日 時

令和 4 年 1 月 22 日(土)、23 日(日) 両日とも 10:00～15:00

・定 員

8 名 高校生以上対象

・参加費

800 円

受付期間 11 月 22 日(月)～12 月 23 日(木)

※ 2 日連続で受講できる方に限ります。

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 〕
おまたせしました！ 感染症対策のもと、恒例の古代体験を再開します。
【週末にできます】（要観覧券 14:30～15:30 当日受付 14:30 から先着 6 組様）
・石棺に入ろう（土曜日）最大級の竜山石製家形石棺に入ることができます。
ごろんと横になって、ヒンヤリした石の肌触りを感じてください。

・古代船に乗ろう（日曜日）実物大で再現し、実際に海に浮かべて操船した
木製の古代船です。ぜひ乗船してみてください。

【毎日できます】（当日受付・定員制 約 15 分 無料）
・古代の火おこし： 木と木をこすり合わせて火をおこします。
10 時の部（土・日・祝） 10:00～

10:20～ 10:40～

11 時の部（毎日）

11:00～

11:20～ 11:40～

13 時の部（土・日・祝） 13:00～

13:20～ 13:40～

14 時の部（毎日）

14:20～ 14:40～

14:00～

・発掘体験（要観覧料、当日受付 受付最終 16 時 10 分）
発掘プールで遺物を探して、考古学者の気分になろう。
・まが玉づくり（要材料費

白色 430 円、ピンク 560 円 当日受付）

古墳時代のネックレス、まが玉を作ろう。
（実施時間 ①10:30～11:30 ②13:00～14:00 ③14:30～15:30）
※古代体験は、小さなお子様の場合は保護者様の付き添いをお願いします。
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11 月、無料開館日のご案内
下記の期間、テーマ展示室と発掘ひろばの観覧が無料になります。（特別展示室は除く）
文化の秋、この機会にぜひお越しください。
① 文化の日【11 月３日（水・祝）～ ５日（金）】
② 関西文化の日【11 月 13 日（土）、14 日（日）】
〔注〕特別展示室は、割引でご入場いただけます。大人 500 円→300 円 大学生 400 円→250 円など
※イベント等の実施にあたり、急な変更や中止等があるかもしれませんので、
ご来館の折は、ホームページでご確認いただきますようよろしくお願いします。
問合せ先

兵庫県立考古博物館

〒675-0142

TEL 079-437-5589

FAX 079-437-5599

【

加古郡播磨町大中 1-1-1

https://www.hyogo-koukohaku.jp/

】

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

かたど

秋季企画展「象嵌

は

象 る／嵌める」

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 令和４年３月１３日(日)まで

・観覧時間 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

10/20(水)～11/17(水)は無休

・観 覧 料 一般 100 円 高校生以下無料 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
〒679-0106

加西分館「古代鏡展示館」

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/】

◎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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兵庫県立美術館 イベント情報
■こどものイベント
オータムスペシャル〈Web 版〉こどものイベント
『みんなでつくろう！けんび幻獣図鑑』
世界中の神話や伝説、物語の中には、「幻獣」とよばれる想像上の生きものが
登場するよ。どんな幻獣がいたら面白いか考えて、みんなで「けんび幻獣図鑑」をつくろう！
★みんなの幻獣を集めて、世界に一つしかない図鑑をつくろう！
☆こちらのプログラムは、１１月７日(日)までの公開です。
☆作品の写真を美術館までメールで送ってください！当館公式ウェブサイト(「こどもプログラム」ページ)や
SNS、館内などで紹介させていただきます。(著作権・肖像権・プライバシー権等を侵害するおそれのあるものは
掲載ができない場合があります。ご了承ください。)
受付期間～１１月１５日(月)まで、公開期間～１１月３０日(火)まで。
☆詳しくは、当館 Web サイト(「こどもプログラム」ページ)をチェックしてください。

■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ています。
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！』
★〈その２〉『ヒゲンジツをつくれるか？』
★〈その３〉『ふきだし つけちゃおう！』
★〈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。
★ <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。
★「フレームでアート」〈その１〉『マイフレームをつくろう』
★「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！

いろんなプログラムを紹介
しているよ。
挑戦してみてね♪

☆「こどもプログラム」ページ
artm.pref.hyogo.jp/kids/index.html
美術館の妖精 イベチャン

申込み・問合せ先：078-２６２-０９０８
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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 18 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の紹介を通じて、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。
【申込締切】11 月 30 日（火）
【配信期間】12 月 6 日（月）AM9:00～12 月 13 日(月)
【内 容】 〔特別講演〕
「幸せな職場の経営 社員の幸せと生産性向上に向けて」
<講師>前野 隆司 氏
(慶應義塾大学大学院システムデザイン・マネジメント研究科教授）

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.e-hyogo.elg-front.jp/hyogo/uketsuke/form.do?id=1631501603922

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、1,803 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。

グランプリ
準グランプリ

『仕事のやり方十人十色

佳

作

『お洒落なまちと豊かな自然！テレワークこそ兵庫から！』

佳

作

『テレワーク

推進月間イベントスケジュール
月のが
日

時

場

所

11 月９日(火） 姫路ｷｬｯｽﾙ
13:30～16:30

ｸﾞﾗﾝｳﾞｨﾘｵﾎﾃﾙ

認めて伸ばす多様性』

画面に映る

内

子供の笑顔』

容

申 込 先

姫路経営者協会
TEL:079-288-1011
トランスフォーメーション
FAX:079-289-1415
【講 師】南 知惠子氏（神戸大学経営学部長） Email: keikyo@h-keikyo.gr.jp
【テーマ】ものづくり企業におけるデジタル

（公財）兵庫県勤労福祉協会

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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※

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。

収蔵資料スペシャル企画
「毎月かわるよ！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～」
第６回テーマ「縞々、斑点、ギザギザ、目玉、数字模様－昆虫の模様の多様性」
ひとはく初の試みとなる月毎の入れ替え展示の第６回目のテーマは、バラエティーに富んだ模様を
持つ昆虫たちを集めた「縞々、斑点、ギザギザ、目玉、数字模様－昆虫の模様の多様性」です。昆虫は、
地球上の生物の中で最も種類が多く、これまでに 95 万種以上が知られています。形や体色に非常に
富んだグループです。
今回は、「模様」に注目して、その多様性を展示します。一押しの模様は、ウラモジタテハの数字模様
です。前翅・後翅ともに表は、黒色で青い筋を持ちますが、裏面は前翅が鮮やかな赤を呈し、後翅は
89 や 88 にも見える数字のような模様を持ちます。その他、目玉模様、ギザギザ模様、縞模様、斑点模
様など、様々な模様を持つ昆虫類を集めました。
人間の目には数字に見える模様は、野外でどのような意味を持つのでしょうか。それぞれの模様を
デザインとして楽しみつつ、その裏に秘められた進化的なストーリーにも思いを馳せて展示を見ていた
だけたら、より昆虫の多様性を楽しめるのではないでしょうか。
(1) 期間
11 月２日（火）～11 月 30 日（火）
(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 チョウやコウチュウ類 30 種（標本 160 点）

ウラモジタテハ

ヨツボシオサモドキゴミムシ

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」

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
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１

はかせと学ぼう！「アンモナイト石けんをつくろう！」 １１月３日（水）
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。
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。

２

オスとメスを比べてみよう １１月６日（土）
オスとメスは、同じ環境に棲んでいても姿形が違います。この講座では「オスとメスの違い」に注
目しながら、昆虫や動物の標本を観察します。その後、なぜオスとメスの姿形が違うのか、どんな
法則が見られるのかを考えます。
時間：13：30～14:10
場所：展示室および 4 階中セミナー室
定員：20 名
参加費：無料
受付：13：20～2 階展示室にて。 ※定員になり次第終了します。

３

フロアスタッフとあそぼう「画はくの日～海の生き物を描こう！～」 １１月６日（土）
標本をじっくり観察して描こう！
時間：13:30～14:00
場所：2 階展示室
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。
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。

４

くるくる回るタネの模型をつくって とばそう！ １１月７日（日）※雨天中止
くるくる回るタネの模型をつくって、とばしてみよう！
場所：深田公園（恐竜ラボ前高架下）
定員：なし（ただし、密にならないように、ご協力いただきます）
参加費：無料
受付：4 階 大セミナー室で 10：00～受付（参加券配布） 推奨年齢：幼児～低学年
※定員のあるものは、推奨年齢の子どもたちを優先します。
また、推奨年齢以外の参加はご遠慮いただくことがあります。

５

そとはく １１月７日（日）※雨天中止
自然を感じるゲームをしたり、そとでゆっくりとできる場を提供します。
時間：11：00～15：00
場所：エントランスホール付近（芝生地）
参加費：無料

６

はかせと学ぼう！「おやさいクレヨンってなあに？」 １１月７日（日）
おやさいクレヨンを使った新しいお絵かき体験です。
時間 13：00～
定員：4 組、
（家族単位）
参加費：無料
場所：4 階ひとはくサロン
※当日 4 階インフォメーションにて 10:00 より参加申込の受付をします。
先着順で定員になり次第終了します。
※小学 2 年生以下は保護者同伴でご参加ください。
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７

くるくる回って落ちる種子を観察しよう！ １１月１３日（土）
くるくる回って落ちる種子の様子を、下から風が吹く透明パイプの中に落として観察しよう！
カエデ、イヌシデ、マルバアオダモ、ツクバネウツギなど種類によって回り方が違って
面白いですよ。
時間：13：30～15：00 ①13:30～ ②14:15～
場所：４階実習室
参加料：無料
定員：各回 6 組
受付：当日 13：00～ 4 階実習室にて受付を開始します。
※定員になり次第終了します。

８

標本のミカタ「神戸層群の植物化石 カエデとフウ」 １１月１３日（土）
、１４日（日）
堀コレクション・高岡コレクションからカエデとフウの仲間の化石を展示します。現生の葉を
てがかりに、違いを調べてみましょう。
時間：13:00～16:00
場所：4 階大セミナー室
参加費：無料

９

フロアスタッフとあそぼう「化石のソーマトロープ」 １１月１３日（土）
、１４日（日）
化石のスタンプを押して、ソーマトロープをつくろう！
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）
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。

10 フロアスタッフとあそぼう「ひとはくアドベントカレンダー」１１月２０日（土）、２１日（日）
クリスマスまでをカウントダウンするカレンダーをつくろう！
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）
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。
11 ドリームスタジオフェスタ 2021 １１月２１日（日）
ドリームスタジオフェスタ
時間：13:00～15:00
場所：ホロンピアホール
受付方法、定員、参加費、受講対象は当日各会場にてご確認ください。
※材料がなくなりしだい終了します。
12 えんがわミュージアム １１月２１日（日） 時間：11:00～15:00
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。
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13 ワークショップ「とっても簡単！化石のレプリカづくり」 １１月２３日（火）
カラフルなおゆまるから好きな色を選んで、自分だけのオリジナルアンモナイトを
つくってみましょう。
時間：10：30～16:00(11:30～13:00 は昼休憩)
場所：4 階オープン・ラボ
定員：100 名 先着順整理券配布（15 分毎に 3 組限定）
参加費：100 円
受付：当日 10 時～4 階インフォメーションにて先着順に整理券配布
14 ダンゴムシにふれてみよう １１月２３日（火）
兵庫県などのいろいろなダンゴムシの仲間を観察します。
時間：14：30～15：30 ①14:30～ ②14:45～ ③15:00～ ④15:15～
場所：4 階実習室
定員：各回 5 組（家族単位）
受付：14：20～、4 階実習室前にて整理券配布
※定員になり次第受付を終了します。
15 ワークショップ「ひとはく缶バッジづくり」 １１月２７日（土）
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
※随時受付（場合により整理券配布いたします）
16 松ボックリのクリスマスツリーつくり １１月２８日（日）
松ボックリを使った、小さなクリスマスツリーを作ります。
時間：13：00～15：00 ①13:00～13:50 ②14:10～15:00
場所：4 階実習室
定員：各回 6 組（家族単位）
（※1 組に付きツリー2 個まで）
参加費：400 円
受付方法：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。
※定員になり次第終了します。
17 ひとはく探検隊「どんぐり GET だぜ！」 １１月２８日（日）
実りの秋。深田公園で地面に落ちる前のドングリをさがそう！
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
参加費：無料
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。
※雨天時、外で観察が出来ない場合は、
４階ひとはくサロンで、どんぐりについてのお話をします。
※小学 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

9

https://www.hitohaku.jp/

◆セミナーのお知らせ
1 「すごろくゲーム」で楽しく学ぶ 子育て世代のマネープラン
「老後に必要な金額は 2,000 万！」と少し前に話題になったことを覚えておられると思います。しかし、
それぞれその環境によって必要な金額はひとりひとり異なってきます。
これから長い人生、生きているといろいろな転換期を迎えることになります。転換期には、ある程度予期
できる転換期と予期できない転換期があります。子どもが生まれた、パートナーとの離別、住宅などの大き
な買い物をした、病気やリストラで離職した、新しい仕事に就いた、親の遺産を受け取った、などなど。
こうした生きていると起きるさまざまな事柄をオリジナルの「すごろくゲーム」を通じて、体感しながら
自分自身のこれからの子育てにかかる費用や老後にかかる費用を考えてみませんか？

【開催日時】

11 月８日（月）10:00～12:00

【会

場】

県立男女参画センターセミナー室（神戸クリスタルタワー7 階）

【講

師】

大津

恵美子 氏

（ファイナンシャルプランナー・社会保険労務士・キャリアコンサルタント）
【対

象】

子育て中の方、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など

【定

員】

10 名（組）（応募者多数の場合は抽選）
※パートナーといっしょにご参加いただくこともできます。

【受 講 料】

無料

【一時保育】

無料・要予約（１歳半～就学前のお子さん、定員６名）
※ 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。

★ 参加ご希望の方は、以下の項目にご記入の上送信して下さい。
https://www.e-hyogo.elg-front.jp/hyogo/uketsuke/form.do?id=1629702507766

２

女性のための再就職 1 日集中講座「職務経歴書作成を通して自分の強みを発見！」
就職面接で大切なのは、自分の強みを採用担当者に理解してもらうことです。

セミナーではこれまでのキャリアの中から“自分の本当の強み”を発見し、魅力的に映し出す職務経歴書の
作成方法を実践形式で学びます。採用担当者に的確にアピールする職務経歴書の作成ポイントを習得し、
自信を持って就職活動に臨みましょう。

【日

時】 令和 3 年 11 月 12 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

【対

象】 再就職を希望する女性の方

【定

員】

【講

師】 岡澤

セミナー室

15 名
亮子（特定社会保険労務士、キャリアコンサルタント）

【応募締切】

11 月 4 日（木）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）

★ 参加ご希望の方は、以下の項目にご記入の上送信して下さい。
https://www.e-hyogo.elg-front.jp/hyogo/uketsuke/form.do?id=1630715740120
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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。
１

事前予約制です。

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。

日 時

11 月 16 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

6 名（１歳半～就学前まで）

参加費

無料

募集期間

10 月 18 日（月）～10 月 30 日（土）
応募多数の場合、抽選により参加者を決定し、参加の可否を連絡します。
受付期間内に申込者が定員に達しない場合は、受付期間を延長します。

２

紙芝居・絵本の読み聞かせひろば

事前予約は不要です。

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。

日 時

11 月 24 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

県内在住で乳幼児からおおむね就学前の子どもとその保護者等

参加費

無料

上記１、２の詳細は就業支援課 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。

３

女性のためのチャレンジ相談

要事前予約

子育てと仕事の両立等、働き方に悩みを持つ女性を対象に、社会保険労務士等の資格を持つ相談員が
相談に対応し、多様な働き方や、支援制度を案内します。相談は面談、電話、オンラインのいずれかで
行います。相談料は無料です。

◆

日 時

11 月 4、11、18、25 日（木）①10:00～②11:00～③12:00～ (1 枠 50 分間)

会 場

男女共同参画センター相談室（神戸クリスタルタワー７階）

申込方法

男女共同参画センター相談予約 078-360-8554

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。
https://twitter.com/HyogoEven
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詳しくはホームページをご覧ください。
【お問合せ先】一般社団法人 兵庫県助産師会 TEL: 078-362-1310
https://hyogo-josanshikai.com
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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

身近にある「輪ゴム」を使って、おもちゃを作った

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

り、遊んだり、親子一緒に楽しみませんか？

ています。

輪ゴムは「伸縮」するので、新聞紙を丸めて、ボール
状にしたものに取り付けるだけで、ヨーヨー遊びがで

「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

きます。
また、輪ゴムは「動力」になるので、牛乳パックや紙

認定こども園・保育所等ホットライン

コップを使った工作に、輪ゴムを取り入れると簡単に

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。

「動く」おもちゃを作ることができます。
時間があれば、輪ゴムを使った「楽器」づくりも面白
いですよ。ティッシュケースの空き箱に輪ゴムを数本

通し、指ではじくと音が鳴ります。ラップ芯を取り付
けて、ギターのように装飾しても良いですね。

◆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）

市販品にも、輪ゴムを使う知育玩具や学習支援ツール
があります。プラスチックや木製の板に、突起がつい
ているボードです。突起に輪ゴムをかけ、模様や図
形、ひらがなや漢字などの文字を作ります。お子さん

子育てに関する相談はひょうご子育てダイヤルへ
LINE 相談も始まりました！
子育ての悩みや疑問に保育士が無料で対応します。必要

の発達に合わせて活用できるので、オススメです。

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

他にも輪ゴム遊びの楽しさを、親子で見つけてくださ

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

いね！

ください。

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

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

◆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

◀ HP は
こちら

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
●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

「ひょうご子ども未来通信」は、市町、企業、商工会議 送付いたします。
ひょうご 孫ギフト
所、商工会、青年会議所、地域団体・NPO、県関係機関な
●寄附のお申し出・問い合わせ先
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
兵庫県こども政策課(TEL078-362-4198)
で検索！
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
Facebook で子育て情報発信中！
望」と送信してください。未来通信に掲載する記事も随
こども・子育てひみつ基地
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。
https://www.facebook.com/kodomo.himitsukichi
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）

