」
兵庫県子ども・子育て支援推進本部ニュース
第 1９０号
号

令和４年（２０２２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４年３月２３日(水)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。

３月 14 日（月）に兵庫県公館で「第 29 回 兵庫県子ども・子育て会議」を開催しました。
会議では、冒頭に入江福祉部長が「出生数や合計特殊出生率の推移から、今後も少子化の
厳しい状況が予想されるが、
「躍動する兵庫」の実現に向け、令和４年度当初予算に計上して
いる施策もしっかりと取り組んでいく。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、
「令和４年度子ども・子育て支援の推進」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。

「どうぶつ絵本読み聞かせ会」を開催します！
日 時 ：毎月第３水曜日

10:30～11:00

令和４年４/20、５/18、６/15、７/20、８/17、９/21、
10/19、11/16、12/21、令和５年１/18、２/15、３/15
※変更、中止等あれば、ホームページ上にその旨掲載いたします。
会 場
参加費
定 員
対 象
内 容

：
：
：
：
：

兵庫県動物愛護センター愛護館 多目的ホール
無料（当日受付）
先着６組迄（当日受付）※受付カウンターにお越しください
未就学児及び保護者
◆お問合せ先◆
動物絵本読み聞かせ & パネルシアター
兵庫県動物愛護センター
また、「猫の屋内飼育モデルルーム」で、
尼崎市西昆陽４丁目１－１
猫とふれあうこともできます（予約優先）。
TEL 06-6432-4599
ぜひお越しください♪
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兵庫県立人と自然の博物館 イベント情報①
企画展
「植物とアート ～蒲公英と羊歯～」
古今東西を問わず、植物の姿は人々の関心を惹いてきました。科学者はサイエンスの眼から
研究対象とする一方で、アーティストは植物がつくりだす美しさを絵画、漆器、陶磁器、
着物などに描いてきました。今回の展示では、なじみのある春の「タンポポ」、鮮やかな緑と
かたちが魅力の「シダ」に注目して、さまざまな作品を実物の写真や標本とともに紹介
します。また、現代のデザイナーなどによるグッズも展示します。
た ん ぽ ぽ

(1) 期間 第１部：蒲公英 ３月 26 日（土）〜５月 22 日（日）
(2) 会場 兵庫県立人と自然の博物館 ３階オープンギャラリー
(3) 展示内容 蒲公英：掛軸 6 点、着物 2 点、植物画など絵画 6 点、
祝膳一式、ガラス器 3 点、陶器 4 点、
現代の作品（のれん、フェルト、石ころアート）など約 30 点（予定）

タンポポ火鉢

タンポポ着物

タンポポ掛軸

ミニ企画展
「六甲山のキノコ展 2022 ～野生のキノコの不思議な魅力～」
兵庫県立御影高等学校と共同開催している本展示は、今年で 14 回目の開催となります。
今回は、六甲山に生息している多数のキノコの標本や生態分析の結果を公開しながら、郷土の
豊かな自然や環境を紹介し、生物の多様性を伝えるとともに、特徴的なキノコを約 100 種類
配置しています。また、動物の名前にちなんだ特徴的な名前のきのこも紹介しております。
本展示により、六甲山のキノコの高い多様性を知っていただくと同時に、野生のキノコの
面白さを伝え、身近な自然の豊かさを実感していただくことを目的としています。
(1) 期間 ２月１１日（金・祝）～ ５月２８日（土）
(2) 会場 兵庫県立人と自然の博物館 ２階企画展示室
(3) 展示物
六甲山系・再度公園（修法ヶ原）において採集した
キノコを含浸標本および樹脂封入標本した約 100 種類を展示し、
毒性や薬効性について紹介します。六甲山で特徴的なキノコや
特徴のある名前のきのこに着目して展示しているほか、
野外で撮影されたキノコ生態写真もパネル展示します。

県立御影高校 生徒作成
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兵庫県立人と自然の博物館 イベント情報②
１

フロアスタッフとあそぼう「ギフチョウのペーパーバッグ」 ４月２日（土）
ハンコを押してオリジナルのペーパーバッグをつくろう！
時間：13:30～14:00
場所：4 階ひとはくサロン
参加費：100 円
定員：5 組（家族単位）
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。
※定員になり次第受付は終了します。

２

ワークショップ「ひとはく缶バッジづくり」 ４月３日（日）
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）

３

企画展関連セミナー「植物とアート ～蒲公英と羊歯～」展示解説 ４月３日（日）
企画展「植物とアート～蒲公英と羊歯～ 第 1 部：タンポポ」について
研究員が解説します。
時間：11:00～（約 30 分）
場所：3 階オープンギャラリー
参加費：なし
定員：10 名程度
受付：当日会場へ

４

はかせと学ぼう！形であてる化石クイズ「さわってアンモ」 4 月３日（日）
箱の中に入っている化石をさわって、形だけで種類をあてるクイズにチャレンジしてみま
しょう。化石はすべて本物です。
場所：4 階オープン・ラボ
時間：13：00～15：00
受付：先着順に順次
参加費：無料
※小学 2 年生以下は保護者同伴

５

そとはく ４月３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

フロアスタッフとあそぼう「画はくの日」 ４月９日（土）１０日（日）
標本をじっくり観察して描こう！
時間：13:30～14:00
場所：来てのお楽しみ♪
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。
※定員になり次第受付は終了します。
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兵庫県立人と自然の博物館 イベント情報③
７

よくまわる風車つくり ４月１０日（日）
２枚の折り紙を組み合わせて風車つくりを完成させます。
くるくるよく回るかわいい風車ができあがります。（所要時間 約 20 分）
時間：13:00～15:00 ①13:00～ ②14:00～
場所：4 階実習室
参加費：200 円
対象：どなたでも
（家族単位で参加する。歩き回らず参加ができ、マスク着用できること）
定員：各回 7 組（家族単位）
受付：12：45～ 4 階実習室前で先着順整理券配布。
※定員になり次第受付は終了します。

８

はかせと学ぼう！「春のきれいな花さがし」 ４月１６日（土）※小雨決行
深田公園の里山を見ながら、春に咲くきれいな木の花を探します。
時間：13：00～14：00
場所：深田公園 （13：00 に 4 階ひとはくサロン集合）
定員：20 名
参加費：無料
受付：12：50～4 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。

９

えんがわミュージアム ４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

10 さがそう春の花 ４月１７日（日）※小雨決行
深田公園で春に咲く花を探しにいきましょう。
時間：11:30～12:00
場所：深田公園（11:30 に 1 階出入口付近に集合）
定員：20 名
参加費：無料
受付：11:20～1 階出入口付近にて。
※定員になり次第終了します。
11 花工房 ４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
①12:00～ 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
（家族単位で参加する。歩き回らず参加ができ、マスク着用できること）
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。
12 ひとはく探検隊「
『さとやま』の中をあるこう」 ４月１７日（日）※雨天中止
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。
歩いて山のなかに入りますので、汚れてもいい服装（長袖・長ズボン）で
おこしください。
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・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。
※小学 2 年生以下は保護者同伴でご参加ください。

4

兵庫県立人と自然の博物館 イベント情報④
13 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１７日（日）
ガラスの瓶の中に、乾燥材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：13：00～15：00 ①13:00～ ②14:00～
場所：4 階実習室
参加費：300 円
対象：どなたでも
（家族単位で参加する。歩き回らず参加ができ、マスク着用できること）
定員：各回 7 組（家族単位）（※1 組に付き 2 個まで）
受付：12：45～ 4 階実習室前で先着順整理券配布。
※定員になり次第受付は終了します。
1４ おうちでコーヒーを焙煎しよう！ ４月１７日（日）※荒天中止
身近なコーヒーをテーマに、自家焙煎の体験を通じて、コーヒーの生産国や品種、
農産物流通、生物多様性等について関心や理解を深めます。焙煎した珈琲はお土産として
お持ち帰りいただけます。
時間：13:00～14:45
場所：1 階出入口付近
参加費：1000 円
定員：5 組
対象：どなたでも（小学生以下は保護者同伴でご参加ください）
受付：10 時より 1 階出入口付近にて先着順受付開始
※定員になり次第受付は終了します。
15 フロアスタッフとあそぼう「ひとはく〇✕クイズ大会」４月２３日（土）２４日（日）
ひとはくクイズにチャレンジ！何問正解できるかな？
時間：13:30～14:00
場所：3 階アースシアター
定員：5 組（家族単位）
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。
16 ワークショップ「とっても簡単！化石のレプリカづくり」
４月２９日（金）３０日（土）
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 4 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
17 星・宇宙へのとびら～春の星空案内～ ４月２９日（金）
春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着用できること）
定員：先着 30 名
受付：当日 13：00 から３階アースシアター前にて、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。
◎ 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。
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■「ミニマル／コンセプチュアル ドロテ＆コンラート・フィッシャーと
1960-70 年代美術」展関連 こどものイベント
2022 年コレクション展Ⅰ「た・び・て・ん」展 関連こどものイベント
＊詳細が決まり次第、当館 web サイトにてお知らせします。
兵庫県立美術館では、こども向けに次のようなプログラムも発信しています。
■『《橘媛(たちばなひめ)》の人生すごろく』
当館所蔵の彫刻作品 北村四海《橘媛》が生まれてから美術館に
やって来るまでの波乱万丈の人生がすごろくになりました！
家族や友達と一緒にぜひ遊んでみてね！
■つながる ひろがる 美術館
当館ウェブサイト(「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！』
★〈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！
★ 詳しくは、兵庫県立美術館 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。
https://www.artm.pref.hyogo.jp/kids/index.html
また、「こどもプ

お問合わせ先：兵庫県立美術館こどものイベント係
TEL:０７８－２６２－０９０８

ログラム」ページ
で新しい情報を
チェックしてね♪
美術館の妖精 ントチャン
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◎巡回展「兵庫県立歴史博物館“ひょうご五国”歴史文化キャラバン」
会期：令和４年４月 29 日（金・祝）～6 月 1４日（火）
会場：豊岡市立歴史博物館
・大規模改修工事のため休館している兵庫県立歴史博物館が、開館以来初めて県内各地で
出張展示を行ないます。
・会場ごとに少しずつ展示内容を変え、それぞれの地域ゆかりの資料も多数展示予定！
れきはく資料の「里帰り展」としてもお楽しみいただけます。
◎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

〒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/

兵庫県立考古博物館 イベント情報
大中遺跡発見 60 周年記念 春季特別展 「 弥生集落転生 －大中遺跡とその時代－」
県立考古博物館のある大中遺跡は今年で発見 60 周年を迎えます。
大中遺跡は、弥生時代から古墳時代へ社会が変わろうとする時期に大きな集落に成長します。
この頃には集落の様相が変化し、弥生のムラが生まれ変わります。
竪穴住居や中国鏡、鉄器などから大中遺跡の集落の姿を紹介します。
期

間

４月２３日(土) ～７月３日(日) 月曜日休館（5/2 は開館）

観覧時間

午前９時３０分 ～ 午後６時（入場は午後５時３０分まで）

観覧料金

大人 500 円

大学生 400 円 高校生以下無料

※年間の休館日、観覧料金及び各種割引、アクセス等はホームページをご覧ください。
【４月受付の古代体験講座】
＊遺跡ウォーク「赤穂市・有年の遺跡散策』
有年原・田中遺跡や東有年・沖田遺跡、有年考古館などをめぐる予定です。
・日 時

６月１１日(土) 10:30～15:30

・定 員

25 名 中学生以上対象

・参加費

500 円

受付期間

4/11(月)～5/11(水)

【ゴールデンウイークイベント】
＊「大中遺跡クイズラリー」 博物館内や大中遺跡を巡り、クイズに挑戦します。
・日 時

５月３日(火)、４日(水)、５日(木)

・定 員

各日 100 名

・参加費

無料（要観覧券）

どなたでも

各日 13:00～15:30

当日受付
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兵庫県立考古博物館 イベント情報②
考古博の古代体験、当日受付でお楽しみいただけます。
【毎日できます】参加費無料
・ミニミニ石包丁づくり（要材料費

460 円 所要約 50 分）

弥生時代の稲刈りの道具を作ろう。
（実施時間 10:30～ 13:00～ 14:30～）
・まが玉づくり（要材料費

白色 430 円、ピンク 560 円 所要約１時間）

古墳時代のネックレス、まが玉を作ろう。（実施時間 10:30～ 13:00～ 14:30～）

・古代の火おこし（材料費無料 所要約 15 分）
古代のように、木と木をこすり合わせて火をおこしましょう。
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）

14:00～

14:20～

14:40～

【強風時には実施できない場合もありますのでご了承ください】
・発掘体験（要観覧料、チケット売り場で受付 最終 16 時 10 分）
発掘プールで土器やまが玉などの遺物を探して、考古学者の気分になろう。
【週末にできます】
（要観覧券
・石棺に入ろう（土曜日）
・古代船に乗ろう（日曜日）

14:30～15:30 当日受付 14:30 から先着 6 組様）
最大級の竜山石製の家形石棺に入ることができます。
実物大の木製の古代船に乗ってみませんか。

※ 観覧、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。
※ 新型コロナウイルス感染症対策により、古代体験の実施にあたっては、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。
※ ご来館時は、以下の新型コロナウイルス感染症対策にご協力をお願いします。
・検温 ・マスクの着用 ・連絡票の記入

・手指の消毒 ・他の方との距離の確保

問合せ先 兵庫県立考古博物館
〒675-0142 加古郡播磨町大中 1-1-1
TEL 079-437-5589

FAX 079-437-5599

【 https://www.hyogo-koukohaku.jp/】
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兵庫県立考古博物館 イベント情報③
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
春季企画展 「漢王朝のやきもの」
漢代(紀元前 202 年～後 220 年)は、一時期を除き、400 年もの長きにわたり統一国家として安
定を保った時代で、多くの種類のやきものが作られ、褐釉陶や緑釉陶といった鉛釉陶が本格的に作
られるようになりました。
本展では、令和３年に新しく当館の千石コレクションに加わった焼成や胎土、
色や紋様などが異なる多様な漢王朝時代のやきものを紹介します。
・期

間

・観覧時間

３月１９日(土)～９月１１日(日)
午前９時 ～ 午後５時（入場は午後４時３０分まで）
（県立フラワーセンターの入園は午後４時まで）

・休 館 日

水曜日（3/23～5/10 は無休）

・観 覧 料

一般 100 円

黒陶双耳壺（前漢）

高校生以下無料

※ 学芸員による「ギャラリー・トーク」 学芸員が展示室で実物を前に詳しく解説します。
・４月９日（土）13:30～14:00 古代鏡展示館２階会議室 予約不要 要観覧券
※ 観覧料の割引、アクセス、休館日等の詳細についてはホームページをご覧ください。
※ 加西分館「古代鏡展示館」は、３月 23 日(水)～5 月 10 日(火)は無休です。
※ 入館にあたっては、別途フラワーセンター入園料（一般 500 円など）が必要です。
※ ご来館時は、以下の新型コロナウイルス感染症対策にご協力をお願いします。
・検温 ・マスクの着用 ・連絡票の記入

・手指の消毒 ・他の方との距離の確保

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/】
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子育てに関する相談はひょうご子育てダイヤルへ
LINE チャット相談もできます！
春に咲く、色とりどりの花は、私たちの目を楽しま

子育ての悩みや疑問に保育士が無料で対応します。必要

せてくれるだけでなく、心を和ませてくれます。お

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

子さんと、お気に入りの花を探しに出かけてみませ
んか？
意識をすると、今まで何気なく通っていた道や公園
の中に、さまざまな種類の花があることに気づくで
しょう。どんな色や大きさ、形が好きか、お子さん

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

◀ 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）

と手をつなぎ、会話をしながら歩くことで、スキン
シップやコミュニケーションをとることができま
す。時間があれば、花を探しにいつもと違う場所へ
遊びにでかけるのも、楽しい体験となります。
見つけた花の名前がわからない場合は、お子さんと
一緒に帰ってから、図鑑やインターネットなどで調
べてみましょう。お花屋さんを利用するのもおすす
めです。
入園や入学、進級などで環境が変わり、期待と共に

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

（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）

不安を抱えてしまう時期でもあります。花探しをき

あなたの「家族の日」はいつですか？

っかけに、お子さんと関わる時間をいつもより増や
し、親子共に楽しい時間を過ごすことができるとい
いですね。
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

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

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：078-362-4185

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、県
共通返礼品及び「県立施設共通招待券」を送付いたします。
●寄附のお申し出・問い合わせ先
兵庫県こども政策課(TEL078-362-4198)

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

