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兵庫県子ども・子育て支援推進本部ニュース 第 1９１号 

号         

  

令和４年（２０２２年）５月 

ひょうご 

子ども未来通信５月号 
http://web.pref.hyogo.lg.jp/hw08/hw08_000000008.html 

 

令和４年４月２５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。 

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 

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 

＊ 特別展解説 5/21(土)・5/28(土) 13:30～14:0０ 当日受付 要観覧券 

特別展の展示資料について、学芸員が解説します。                       

＊ 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。 

 

【５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 受付期間 5/11(水)まで 

・参加費 500円 

 

＊『ミニチュア竪穴住居を建てよう』 

割り箸や段ボールを使って大中遺跡の竪穴住居のミニチュアをつくります。 

・日 時 ６月２６日(日) 10:00～12:00 

・定 員 10名 小学４年生以上対象 受付期間 5/26(木)まで 

・参加費 400円 

 

＊『はにわくんをつくろう』粘土で小さなハニワをつくります。 

・日 時 ７月１７日(日)  ２回実施 ①10:00～12:00  ② 13:00～15:00  

・定 員 各回 10組 20 名  受付期間 5/17(火)～6/17 日(金) 

３歳～小学３年生の子どもと保護者のペア対象 

・参加費 １組 400 円 

 

望塚銅鐸「当館蔵」 

県指定文化財 



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～ 各回３組まで） 

 

・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】 

 

・はっくつ体験（要観覧料、チケット売り場で受付 最終 17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 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） 最大級の竜山石製の家形石棺に入ることが 

できます。〔写真右〕 

・古代船に乗ろう（日曜日） 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 ・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/】 

 

https://www.hyogo-koukohaku.jp/
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■「ミニマル／コンセプチュアル」展関連 こどものイベント 

「こども鑑賞会」 
 

ミニマル・アートって何？コンセプチュアル・アートってなんだろう？ 

学芸員に話を聞いて、それをヒントに鑑賞してみよう！気になる作品を見つけたり、 

発見したことを発表したりしよう！ 

 

   日時    2022 年 5 月 21 日(土)10：30～12：00 (受付 10：15～10：30)  

場所    レクチャールーム、企画展示室 

対象    小学生以上(高校生以下) ※中学生以下は保護者同伴 

定員    20名 

参加費 無料 ※保護者の方は、観覧料 1600円が必要 

申込方法 兵庫県立美術館 web サイトからお申込みいただけます。 

   

☆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。 

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  ３月１９日(土)～９月１１日(日) 

・観覧時間  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                  

・観 覧 料    一般 100 円 高校生以下無料               灰陶加彩龍紋鈁(漢) 

 

＊ 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。  

・５月１４日（土）13:30～14:00 古代鏡展示館展示室 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、5 月 10 日(火)まで無休です。  

  ※ 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 ・手指の消毒 ・他の方との距離の確保 

 

 

 

 

 

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 

 

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/】 

兵庫県立美術館 こどものイベントのお知らせ① 

https://www.hyogo-koukohaku.jp/kodaikyou/
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■「元永定正」展関連 こどものイベント 

  6 月に開催予定。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  

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 

 

  「こどもプログラム」

ページで新しい情報を

チェックしてね♪ 
 

 
美術館のようせいントチャン 

兵庫県立美術館 こどものイベントのお知らせ② 

https://www.artm.pref.hyogo.jp/kids/index.html
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人と防災未来センターでは、令和４年４月５日（火）から、オリジナル映像「にげよう－大切な

命を守るために－（上映時間 15 分、語り：下野紘）」の上映を東館１階「こころのシアター」で

開始しました。この作品は、災害に遭遇したとき自らの命を守ることができるのか、そのために 

どうするべきかを来館者へ問いかける内容となっています。 

同じ東館の３階には、昨年度リニューアルオープンした「ＢＯＳＡＩサイエンスフィールド」が

あり、このエリアでは自然災害に遭遇したとき、自ら考え、判断し、行動できる力を身につける 

体験型展示が並びます。 

西館で展示している阪神・淡路大震災に加えて、様々な自然災害の防災・減災についても学ぶこ

とができます。より多くの方のご来館をお待ちしています。 

 

 

 

 

 

 

 

◎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。 

 

◎歴はく倶楽部「貝でアクセサリーをつくろう」 

令和４年（2022）5月 22 日（日）10:00～11:30 

定員：16 名  ※3 歳以上の方（小学４年生以下のお子様は要保護者同伴）  

参加費：100円 

 

【ホームページにて事前申し込み】申込期間：4月 14 日（木）～5 月 8 日（日） 

※応募多数の場合は抽選となります（結果は申込者全員に通知します） 

https://www.e-hyogo.elg-front.jp/hyogo/uketsuke/form.do?id=1649232759337 

 

◎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/ 

 

オリジナル映像「にげよう－大切な命を守るために－」上映開始
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ミニ企画展  

「知ろう！学ぼう！総合治水展」 

 兵庫県では、平成 24年に総合治水条例を制定し、河川や下水道を整備する「ながす」対策、校

庭やため池などを活用して雨水を一時的に貯留する「ためる」対策、浸水が発生した場合でも被害

を軽減する「そなえる」対策を柱とした『総合治水』に取り組んでいます。 

総合治水は、地域と一体となって進めることが不可欠なため、あらゆる人々に対策について知っ

ていただくことが必要です。このため、県民の皆様に総合治水について関心を持っていただけるよ

う、県下の工業高校と連携して製作した「ためる」対策の効果を見える化した模型や総合治水の役

割や取組を紹介したパネル、雨水貯留タンク等を展示します。また、模型による実験や各種オープ

ンセミナーなども併せて行いますので、是非お越しください。 

 

（１）期 間 5月１４日（土）～ 6 月１２日（日） 

（２）会 場 兵庫県立人と自然の博物館 ４階ひとはくサロン   

（３）展示物 

・総合治水模型及び模型実験解説動画 

  ・総合治水の役割や取組を紹介するパネル及び普及啓発動画 

  ・家庭用雨水貯留タンクや透水性舗装材など 

主催 

   兵庫県県土整備部土木局総合治水課、兵庫県立人と自然の博物館 

協力 

兵庫県立東播工業高等学校、神戸市立科学技術高等学校 

兵庫県土地改良事業団体連合会、(公益社団法人)雨水浸透貯留技術協会 

 

 

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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１ フロアスタッフとあそぼう「画はくの日」 ５月１４日（土）１５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。 

※定員になり次第終了します。 
 
２ えんがわミュージアム ５月１５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 

 
３ さがそう春の花 ５月１５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。  

 
４ 花工房 ５月１５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。 

 
５ ドリームスタジオ「彩色勾玉づくり」 ５月１５日（日） 
  色つきの勾玉（まがたま）をつくってみよう。 

時間：13:00～14:00 
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：7 組（家族単位）（※1人につき 1 つずつ） 
受付：当日 12:45 から 4 階実習室前にて受付開始。※定員になり次第受付は終了します。 

 
６ フズリナ石灰岩を観てみよう ５月１５日（日） 
  古生代の示準化石であるフズリナやウミユリを含む石灰岩を観察します。 

時間：13:30～15:00 
場所：１階出入口付近 ※雨天時はホワイエ 1階で実施 
参加費：無料  
対象：どなたでも（推奨年齢：小学生～中学生） 
定員：無し 
受付：当日会場へ 

 
 
 
 

※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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７  フロアスタッフとあそぼう「プラ板づくり」 ５月２１日（土） 
  標本モチーフのプラ板をつくろう！   

時間：13:30～14:00 
場所：4 階ひとはくサロン 
定員：6 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。 
 
８ オスとメスを比べてみよう ５月２１日（土） 
  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。 

時間：13:30～14:00 
場所：4 階中セミナー室および 2 階展示室 
参加費：無料 
定員：20 名 
受付：13:20～4階中セミナー室前にて 

※定員になり次第終了します。 
 
９ ひとはく探検隊「はかせとムシさがし」 ５月２２日（日）※小雨決行 

深田公園で春の虫をさがそう！ 
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 
参加費：無料 
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。  
  
10 はかせと学ぼう！形であてる化石クイズ「さわってアンモ」 ５月２８日（土） 
  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 
参加費：無料 
受付：先着順に順次 

※小学 2 年生以下は保護者同伴  
 
11 川でさかなつり ５月２９日（日） 
  上流・中流・下流、どんなエサでどんな魚がつれるかな？川に見たてたブルーシートを使って

魚つりをします。   
時間：13:30～14:30 ①13:30～②14:00～ 
場所：4 階ひとはくサロン 
定員：各回 4 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。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

※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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 ■第 26 期男女共同参画アドバイザー養成塾の受講者募集 

男女がともに、いつでも、どこでも、いきいきと生活できる社会（＝男女共同参画社会）の実現をめざす

ための知識や手法を学び、地域で男女共同参画社会づくりを推進するリーダーを養成するための講座受講

生を下記のとおり募集します。 

１ 日 程 令和 4 年 6月 2 日（木）～12 月 15 日（木）10:00～16:00 or 10:30～15:30 

スクーリング 11 日間課題提出 4 課題 

２ 場 所 兵庫県立男女共同参画センター・セミナー室 

３ 内 容 大学教授等による講義で男女共同参画に関する基礎的な知識と地域課題を分析し解決方法 

考えるワークショップや発信力を磨くプレゼンテーション、会議運営力を鍛える演習等、 

実践力の向上を目指します。 

４ 対象者 県内在住・在勤・在学で、全回出席できる人。 

５ 定 員 ２０名程度 （受講料）無料 

６ 一時保育 １歳半から就学前（要予約、定員６名） 

７ 申込み方法 申込書に必要事項と作文（200 字程度）を記入の上、著作権関係の様式を添えて、 

下記の申込先へ郵送・ＦＡＸ、電子メール添付、または持参のほか、 

兵庫県電子申請共同運営システム（右の QR コード）からお申込みください。 

電話申込みは受け付けていません。作文の内容などにより選考し、受講生を決定いたします。 

 

■第 11 期男女共同参画推進員（地域）の募集について 

 男女がともに、いつでも、どこでも、いきいきと生活できる社会をめざし、地域でキーパーソンとして

活動する男女共同参画推進員（地域）を募集します。 

１ 応募資格 

（１）兵庫県内在住･在勤・在学の成人の方 

（２）地域において、男女共同参画推進に向けた情報の収集・提供、 

啓発や実践活動に取り組む意欲と資質のある方 

２ 任  期 令和４年委嘱日～令和６年３月３１日 ※委嘱日は令和４年６月頃を予定しています 

３ 活動内容 

  （１）男女共同参画社会づくりの推進に関する情報収集・提供及び啓発 

（２）地域ごと（県民局・県民センター単位）に組織したグループごとに男女共同参画に関する 

学習会等を企画・実施 

４ 募集内容 

（１）応募方法  所定の応募申込書（募集チラシ裏面）に必要事項を記入の上、 

当センターあて郵便・FAX・E メールでの送付または持参。 

（２）応募締切  令和４年５月２０日（金） 

（３）選  考 応募申込書記載内容の審査により決定し、令和４年５月末目途に選考結果を通知。 

※応募申込書は、県民局（県民センター）県民課等及び 

市町の男女共同参画担当課、市男女共同参画センター、図書館などで入手できるほか、 

当センターのホームページからもダウンロード可。（URL  https://hyogo-even.jp/） 

５ その他 推進員活動は無報酬で取り組んでいただきます。 

また、兵庫県ボランティア・市民活動災害共済に加入します。 
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◆セミナーのお知らせ 

１ 個別業種セミナー 「フリーランスという働き方」   

 得意なことや好きなことを仕事にして「フリーランス」という働き方に挑戦したい女性を対象とした 

セミナーです。フリーのイラストレーター・ライターとして活躍中の講師から、フリーランスとして働く

現状をお聞きします。 

日 時 令和 4 年 6 月 17 日（金）10:00～12:00 

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県内在住または在勤の女性２０名 

講 師 天野 勢津子 さん（あまちゃ工房主宰） 

応募締切 6 月 8 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） 

 

２ 女性のための働き方セミナー 「仕事に活かせるセルフコーチング」 

ワークを通して、セルフコーチングを学びます。自分自身を見つめ直し、自らの人生や仕事に対して 

自立性を高めて、これからもいきいきと自分らしく働きましょう！ 

日 時 令和 4 年 5 月 20 日（金）10:00～12:00 

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 喜田 菜穂子 さん（有限会社 OFFICE HARMO 代表、米国 CTI 認定プロフェッショナルコーチ） 

応募締切 5 月 10 日（火）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） 

 

３ 女性のための働き方セミナー 「コロナ禍だから知りたい！在宅ワークの始め方」 

コロナ禍の昨今、働き方が変化しています。オンラインで、参加者同士、意見交換しながら、 

在宅ワークについて学ぶ講座です。在宅ワークを始めるにあたり基本的な知識やルール、心構え、 

気をつけるべきことを体験談などから学び、自己の選択肢を広げて、自分らしい働き方をみつけましょ

う。※起業講座ではありません。インターネットで仕事を受託するための講座です。 

日 時 令和 4 年 5 月 26 日（木）10：00～12：00 

開催方法 オンライン（Zoom） 

※参加者決定後、Zoom の URL をお送りします。 

※参加するためにはインターネットに接続できる環境にあり、パソコンやスマートフォン等を使用 

できることが必要です。 

定 員 テーマに興味、関心のある女性 16名（申込多数の場合抽選） 

講 師 霜田 準子さん（産業カウンセラー・キャリアコンサルタント） 

応募締切 ５月 16日（月）１２：００（応募者多数の場合は抽選） 

 

 

受講料 無料 

受講料 無料 

受講料 無料 
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４ 女性のための働き方セミナー 「働く女性の時間管理術」 

子育てや家事と仕事の両立に悩んでいる方、講師の体験談を参考に「なりたい自分」の働き方について

考えてみる講座です。参加者同士でワークを行いながら、仕事とプライベートの時間管理について、 

具体的な両立の方法、知っておきたいスキルを学び、自分らしい働き方をみつけましょう。 

日 時 令和 4 年 6 月 7 日（火）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 森本紀子 さん（特定非営利活動法人夢コネクト代表、キャリアコンサルタント） 

応募締切 5 月 27 日（金）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） 

 

５ 女性のための働き方セミナー 「怒りのコントロール術」 

仕事のなかで、怒りやイライラの感情で後悔したことはありませんか？「怒り」について理解し、 

グループワークを行うなかで、自分自身の怒りの感情をコントロールする方法を学びましょう！ 

日 時 令和 4 年６月 10 日（金）10:00～12:00 

開催方法 オンライン（Microsoft Teams 利用） 

※参加するためにはインターネットに接続できる環境や、 

必要な端末（パソコンやスマートフォン等）について事前の準備が必要です。 

※参加決定者に、Teams の URL をお送りします。  

定 員 再就職または継続就業をめざす女性 9名 

講 師 井上 泰世さん（日本アンガーマネジメント協会認定アンガーマネジメントコンサルタント） 

応募締切 5 月 24 日（火）12：00（応募者多数の場合は抽選） 

 

受講料 無料 

受講料 無料 

（以上のセミナーの申込について） 

申込方法 チラシの QR コード、もしくは当センターホームページから電子申請で申込 

兵庫県立男女共同参画センター（イーブン） （ＨＰ）https://hyogo-even.jp/kouza 

〒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 

TEL：078-360-8550  FAX：078-360-8558 



12 

 

 

 

  

◆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。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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。 

 

◆ 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 

１．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 6月 21 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 5 月 16 日（月）～5 月 28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 

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 5月 25 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 
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 兵庫県は、こころ豊かな人づくりを進める一環として、平成６年10月に不登校等の 

青少年を対象にした新しい学びの場である兵庫県立神出学園を設置しました。 

 当学園では、豊かな自然の中でスタッフや仲間とふれあい、様々な体験を通じて 

一人一人が自己理解を深め、進路発見ができるよう支援しています。 

この度、令和４年度追加募集（７月生）をします。 

 

記 

 

１ 対 象 者  中学校を卒業した県内在住の23歳未満（令和４年４月１日現在）の者で、 

不登校等により心に悩みを抱えながらも、自分の生き方や進路等を 

見つけたいという意欲を持ち、体験活動や寮での共同生活ができる人。 

 

２ 募集人員  若干名 

 

３ 入 学 日  令和４年７月６日（水） 

 

４ 在籍期間  入学日から令和６年３月末まで 

 

５ 授 業 料  無料 

ただし、諸活動費として毎月35,000円（入学月のみ70,000円）必要 

 

６ 願書受付  令和４年５月20日（金）～５月30日（月） 

 

７ 選 考 日  第１次選考 令和４年６月１日（水）～６月２日（木）のいずれか１日 

選考日時は出願受付後決定し個別に通知します。 

第２次選考 令和４年６月14日（火） 

 

８ 選考会場  県立神出学園 

 

９ そ の 他  出願書類の必要な方は、県立神出学園（TEL:078-965-1122）まで  

お問い合わせください。 

当学園のホームページ（https://www.kande-gakuen.jp）からも 

ダウンロードできます。 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

兵庫県神出学園 令和４年度追加募集（７月生）について 

tel:078-965-1122）までお問い
tel:078-965-1122）までお問い
https://www.kande-gakuen.jp/
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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) 

●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) 

●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。 

 
ひょうご 孫ギフト 

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 

 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 

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 月曜～金曜 9：00～17：00（祝日を除く） 

◆電話番号 ＃７３５０   078－341－7711（内線 2920） 

◆Eメール  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） 

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 

（福祉部こども政策課） 
 

 

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 

 
 

 

春から夏にかけて、母の日、父の日、七夕など

様々な行事がありますね。行事にまつわる工作や

プレゼント、ラッピングなどに「ピンキングハサ

ミ」を使ってみませんか？ピンキングハサミは、

刃の形が波型やギザギザしているので、紙や布を

切ると、切り口に模様ができます。 

例えば、紙のまわりを切るだけで、切手のような

形の手作りカードが簡単にできます。日頃の感謝

の気持ちや、一言メッセージを書いて贈るのも素

敵ですね。 

また、園や学校の行事で見かけるお花飾り。薄い

紙を複数枚重ねて、端から蛇腹折りにし、中心を

留め、一枚ずつ紙を開いて作ります。紙のまわり

を事前にピンキングハサミで切っておくと、紙を

開いた時に、カーネーションのようになります！

お花紙やローズウィンドウペーパーはもちろん、

不織布で作っても綺麗です。ピンキングハサミ

は、布のほつれ止めにもなりますので、布で手作

りされる時も便利です。親子で工夫して使ってみ

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 

で検索！ 

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！ 

子育ての悩みや疑問に保育士が無料で対応します。必要

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

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     ◀ HPは 

（祝日・年末を除く）         こちら 

◆電話番号 ＃７３１２   078－362－4183（内線 2863） 

◆Eメール  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） 

mailto:kodomoseisaku@pref.hyogo.lg.jp

