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県内の体 験イベント情 報
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この情報は10月13日現在のものです。新型コロナウイルス感染症の
状況により内容等が変更になる場合があります。最新情報は へ。

お出掛けの際は下記に
ご協力ください。
身体的距離の確保
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展示特別企画

マスクの着用

手洗い・手指消毒 体温測定・健康チェック

観覧料

月 火 水 木 金 土 日

割引券

掲載しています

割

12月26日㊐まで10時～17時※月曜休館
ベントスとは、水の底に生息する生物
の総称。身近な海のベントスや、人の
生活などとの関わりを紹介します。
県立人と自然の博物館（三田市）
大人200円、大学生150円、70歳以
上100円、高校生以下無料（入館料）
同館
079（559）2001
079（559）2007
ひとはく

スベスベマンジュウガニ

あわじグリーン館オープン
日本最大級の温室が展示内容も新た
に、9月に生まれ変わりました。大人も
子どもも楽しめる工夫がいっぱいです。
県立淡路夢舞台公苑温室「あわじグ
リーン館」
（淡路市）
大人750円、70歳
以上370円、高校生
以下無料（入館料）
同館
0799（74）
1200
0799（74）
1201
あわじグリーン館

高さ8メートルの新たなシン
ボル、
ガーデンキャッスル

秋季企画展

ぞうがん かたど

は

象嵌－象る／嵌める－

令和4年3月13日㊐まで9時～17時
※水曜休館（11月17日㊌までは無休）
金や銀、色のある石などをはめ込んだ
銅鏡、装身具等を展示し、古代中国の
金属工芸の美と技を紹介します。
県立考古博物館加西分館「古代鏡
展示館」
（加西市）
大人100円、高校生以下無料（観覧
料）
※別途県立フラワー
センター入園料が必要
同館
0790（47）2212
0790（47）2213
県立考古博物館加西分館

孔雀石象嵌透彫鏡

身近な海のベントス展
12月26日㊐まで

本券を窓口で提示すると団体料金で観覧で
きます。※本券1枚で2人まで有効 ※他の割
引との併用不可 ※コピー不可

詳しくは

ホームページに

身近な海のベントス展

県立人と自然の博物館展示特別企画

県立兵庫津ミュージアム開館記念巡回展

兵庫県のはじまり 無 料

11月12日㊎～12月7日㊋9時～17
時※水曜休館
初代兵庫県知事を務めた伊藤博文の
書状や晩年の書、初代県庁舎の復元模
型などを展示します。
豊岡市立歴史博物
館–但馬国府・国分寺
館（豊岡市）
県兵庫津ミュージ
アム整備室
078（362）9014
伊藤博文・中島信
行・ボードウィン古
078（362）3950

🅑🅑兵庫津

もくもくいち

11月20日㊏9時30分～16時
DIYやクラフト向けの木材・端材が大
集合。
お得に購入できます。感染予防
対策として、屋外で開催します。
県立丹波年輪の里（丹波市）
同施設
0795（73）
0725
0795（73）
0727
丹波年輪の里

🅒🅒和田岬

ヒカリ。神戸市の障害福祉事業所「上野丘
更正寮」の利用者たちが、手間を惜しまず
丁寧に育てました。2㌔1,000円。
インターネットでも販売しています。
+NUKUMORI

❷4 面で紹介の酒カステラ5個、甘
酒2パックのセット…3人

※当選発表は発送をもって代えさせていただきます。また、感想
は紙面下の「読者の声」コーナーで紹介させていただく場合が
あります。ご提供いただく個人情報は今後の紙面作りの参考に
させていただくほか、プレゼントの送付とそれに係る業務に利用
します（ はＮPO法人兵庫セルプセンター、 は山陽盃酒造
㈱から直接発送します）

鳥取県発！魅力直送便
ほ し と り

プレゼントの 応 募 先 はこ ちら

今 月のプレゼント

程よい粘りと強いうま味を感じられるコシ

クイズの答え、希望するプレゼント
（番号と名前）、住所、氏名、電話番
号、今月号の感想を11月15日㊊
（消印有効）までに、
〒650-8567（住所不要）
078（362）3903
dayori@koho.pref.hyogo.lg.jp
のいずれかで県広報戦略課「県民
だよりプレゼントクイズ」係へ。
こちらからも
プレゼントに
応募できます

兵庫県の魅力を全国に発信するとともに、県外からの観光誘客を図るため、
他県と紙面コーナーの交換を行っています。
ほ し ぞ ら

星 取 県 の 新しい 米「 星 空 舞 」
〝星の見えやすさ〟
で何度も日本一に輝いた
「星取県」
こと鳥取県。星取県から星

のように輝く米「星空舞」
が誕生しました。星空舞は、県農業試験場が約30年か

けて開発。美しい艶、冷めても変わらない食感とおいしさが自慢です。インター
ネットでも購入できます。

さわやか提案箱

県政へのご意見・ご質問をお受けします。 兵庫県

画・もぐら

無料

秋の木 木市

❶神 戸米っこ物語 コシヒカリ白米
2㌔…3人

登り窯

写真
（京都東山・霊
山歴史館蔵）

兵庫津ミュージアム

初代県庁舎を復元した「県立○○○ミュージアム 初代県庁館」が11月3日㊌㊗に
オープン。
（ヒントは2～3面）

🅐🅐神戸港

【丹波編】

鳥取県食のみやこ推進課
0857（26）7835
0857（21）0609
星空舞（ほしぞらまい）

さわやか提案箱

どうしても蚊を絶滅させたい。
解説

瀬戸、常滑、信楽、備前、越前とともに

日本六古窯の一つ、丹波焼。丹波焼の中心地、丹
波篠山市今田町立杭地区は低い山々に囲まれ、
その谷あいの山裾を利用して造られた登り窯は、
まるで斜面をはっている蛇に見えることから、
「蛇
窯（じゃがま）
」とも呼ばれています。

「写真でひとこと五国大喜利」に
皆さんも応募してください！
実は今回の漫画は、U5Hプロジェクトサ
イトで開催中の「写真でひとこと五国大
喜利」との特別コラボ。サイトに掲載し
ている、兵庫五国それぞれの今・昔の写
真から好きな一枚を選び、
「ひとこと」を
付けて投稿してください。受賞者には、オ
リジナルグッズが贈られます。
ちなみに、
「丹波さん」は下の写真で
「ひとこと」だったのでした！
年代：
平成27年
撮影地：
丹波篠山市
今田町

※サイトには投稿用に別の10枚の写真を
掲載しています
応募締め切り：11月
30日㊋23時59分
結果発表：U5H「写
真でひとこと五国大喜
利」サイト内、県民だよりひょうご1月号
審査員：桂あやめさん（落語家）
牧賢治さん（映画監督）
投稿はこちらから

U5H

令和 3（ 2021 ）年
11 月号
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情報掲示板
催し

〈催し〉

ひ ょうご 障 害 者 ワ ー ク
フォーラム2021

障害者雇用を進める企業が
各ブースで取り組みを紹介。
就職希望者や、障害者雇用
を目指 す 企 業 向けの 相 談
コーナーも。
無料。
就労を希望する障害者や
その保 護 者 、企 業 、支 援 機
関、
学校関係者など
1 1月1 6日㊋ 1 2：0 0 ～
17：00（受け付けは16：30
まで）
神戸国際展示場（神戸市
中央区）
で
（一財）県雇用開
発協会へ
078
（362）
6583
078
（362）
6613
ひょうご障害者ワークフォーラム2021

無料調停手続相談

交通事故や相続、土地・建
物、夫婦関係などの民事・家
事に関する問題について調
停委員が相談に応じます。
1 1月2 0日㊏ 1 0：0 0 ～
16：00（受け付けは15：30
まで）
尼崎市立小田北生涯学習
プラザ
尼崎調停協会（神戸地方
裁判所尼崎支部内）
06
（6438）
3781
06
（6438）
3820
兵庫県調停協会

薬物乱用防止運動兵庫大会

薬物乱用防止活動の功労者
表彰のほか、
（ 公財）麻薬・
覚せい剤乱用防止センター
理事長の藤野彰さんによる
特別講演「国際的視点から
見た日本の薬物問題につい
て」
をユーチューブでライブ

この情報は
10月13日現在の
ものです。

薬物乱用防止運動兵庫大会
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ひょうごの福祉 バスツアー

不妊・不育専門相談会（巡
回相談）
の参加者

〈募集〉

不妊・不育の専門知識を持
つ医師による講話のほか、不
妊の悩みや治療法について
の個別相談を実施。無料。
1 1月2 2日㊊ 1 3：3 0 ～
1 4：3 0 講 話 、1 4：3 0 ～
16：30個別相談
洲本健康福祉事務所
講話50人、個別相談4人
（いずれも先着）
11月17日㊌までに で
県健康増進課へ
078（362）3250
078（362）3913

おいしいごはん親子オンラ
イン料理教室の参加者

県内の和食料理人と米農家
による、県産の新米と旬の食
材を使ったオンライン料理
教室。無料。
県内在住の中学生以下と
保護者
11月7日㊐10：00～12：40
11月4日㊍までに 申し
込みフォームから和食給食
応援団へ
県楽農生活室
078（362）3444
078（362）4458

兵庫県 不妊・不育専門相談

ワーク・ライフ・バランス
フェスタの視聴者

おいしいごはんを食べよう県民運動

福祉のしごと職場見学バス
ツアー（①中播磨・西播磨
②神戸コース）
の参加者

ワーク・ライフ・バランスの
推進に取り組む企業の表彰
や、慶應義塾大学大学院教
授の前野隆司さんによる特
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～」
をユーチューブ
で配信。無料。
12月6日㊊9：00～13日
㊊24：00
11月30日㊋までに ま
たは 申し込みフォームから
（公財）ひょうご仕事と生活
センターへ
078（381）5277
078（381）5288

福祉分野への就職希望者に
向けた職場見学ツアー。
①JR
「姫路」駅②JR「神戸」駅集
合で、2つの施設を訪問しま
す。無料。
高校生以上（保護者同伴
可）
①11月16日㊋9：00～
12：40②25日㊍9：00～
12：15
①特別養護老人ホーム和
好苑（姫路市）、障害者支援
施設アルーラ
（たつの市）②
つぐみ保育園、あじさいこど
も園（いずれも神戸市）
①②各10人（先着）
①11月9日㊋②18日㊍

「三田まほろばブレッツァ」には
おいしい野菜 が 勢ぞろい！

三田まほろばブレッツァ

までに所定の申込書を
で県福祉人材センターへ
〒651-0062神戸市中央
区坂口通2-1-1
078（271）3881
078（271）3882

配信。無料。
1 1月2 3日㊋ ㊗ 1 4：0 0 ～
16：00（30日㊋まで視聴可能）
県薬務課
078（362）3270
078（362）4713

募集

079（556）7715

3（ 2021 ）年
Hyogo 令和
11 月号

最新の情報
については
事前に へ

詳しくはホームページ
に掲載しています

ひょうご仕事と生活センター

県営住宅の入居者

申込書は11月12日㊎から

“神戸三田”国際公園都市

ワシントン村

対象 日時・期間 場所 定員 料金
助成額・補助額 申し込み 問い合わせ
郵送 電話 ファクス

凡例

兵庫県住宅供給公社

〈試験〉

ものづくり大学校

県立森林大学校
（自己推薦・事業体推薦・
一般入試）

お 知 〈お知らせ〉
らせ
最低賃金の引き上げ

林業に関する知識や技術を
学ぶ2年制の専修学校。11
月6日㊏には学校説明会も
開催。
40歳以下（令和4年4月1
日現在）
の高校卒業者（見込
み含む、
ほか要件あり）
12月10日㊎
同校（宍粟市）
11月8日㊊～29日㊊
（消印有効）
に必要書類を
で同校へ
〒671-4142宍粟市一宮
町能倉772-1
0790（72）2700
0790（72）2701

10月から兵庫県の最低賃
金 が 時 間 額 9 2 8 円（ 前 年
度 比 2 8 円 増 ）に改 正され
ています 。パ ート、アル バ
イトなどを 含 む 全 ての 労
働 者 に 適 用 さ れ ま す 。同
額 以 上 かどうか 確 認しま
しょう。
兵庫労働局賃金課（下記）
または最寄りの労働基準監
督署
078（367）9154
078（367）9165
兵庫労働局 最低賃金

赤い羽根共同募金運動を
展開しています

森林大学校入学者

県立ものづくり大学校令和
4年度生 第2回募集

共 同 募 金は社 会 福 祉 法に
定められており、全 国 一 斉
に展開されます。募金は地
域 福 祉 活 動を実 施する民
間団体や、災害時の支援活
動に配分し役立てられてい
ます。
4年3月31日㊍まで
県共同募金会
078（242）4624
078（242）4625

住宅系、機械系、金属系の技
術・技能の習得を目指しま
す。授業料無料。11月16日
㊋、25日㊍、27日㊏、30日
㊋、12月7日㊋（ものづくり
複合コースは7日のみ）には
見学説明会も開催（要申し
込み）
。
◆募集コース＝住宅設備、
木造建築、機械加工、機械製

カルチャータウン
兵庫村

ワシントン州の邸宅街を
再現した街並み

赤い羽根ひょうご

宅地好評分譲中
三田カルチャータウン

懐かしくて新しい家のある街へ
和
（なごみ）
の街

分譲区画数

14区画

分譲区画数

1区画

共同事業者

大阪ガス住宅設備㈱、
セルコホーム㈱、
三井ホーム㈱、
オスモ＆エーデル㈱

共同事業者

㈱塩山工務店、北神住建㈱、
㈱吉住工務店、住友林業㈱、
ミサワホーム近畿㈱

宅地価格

1,500万円台〜2,600万円台

宅地価格

1,400万円台

宅地面積

369.99㎡〜546.37㎡

宅地面積

344.33㎡

あなたの家づくり、庭づくりのお手伝いとなる、
兵庫県からの助成金制度がご利用いただけます。
※ただし条件等があります

県民モニター募集中

県政に関するアンケートにお答えいただきます。
パソコンでインターネッ
トを使えることが必要です。

県広聴課

郵送 電話
ファクス Eメール
ホームページ 持参

図・工作、溶接、金属塗装、
ものづくり複合
求職中の人
12月17日㊎（学力試験、
面接）
同校（姫路市）
15人（機械製図・工作、
も
のづくり複合は10人）
11月24日㊌～12月9
日㊍に願書を で最寄りの
ハローワークへ
079（240）7077
079（281）6626

市・区役所、町役場、各県営
住 宅 管 理 事 務 所などで配
布。
コロナ禍で収入が減った
人などは相談を。
1 1月1 9日㊎ ～ 2 6日㊎
（消印有効）
に所定の申込書
を で各管理事務所へ
県住宅供給公社
078（232）9585
078（232）9581

試験

申し込み
方法

県企業庁企業誘致課
078
（362）
９３９０

078
（362）
4272

078（362）3021 078（362）4291 兵庫県 県民モニター

