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ハーバーランド NOW
「5 階神戸生活創造センター」の紹介です。
小さな図書室があります。
“みんなの生活を少し豊かにする”
発見があるかも。
3 つの特徴
5 つのカテゴリーに分類しています。
「まちづくり」、「ライフスタイル」、「遊・知・美」、
「自己啓発」、「ストーリー」
毎月新着図書が入ります。
季節やイベントをテーマにした
特集コーナーがあります。

とにかく、一度
のぞいてみてくださいね♪

図書室へのご質問・ご感想
何時まで開いていますか？
９時から２１時まで開館しています。お仕事帰りにもご利用ください。（※月曜休館）

おしゃれなライフスタイルの本がたくさんあるので気に入っています。
ありがとうございます。生活を楽しく豊かにできる本を集めています。

本当に色んなジャンルの本があるので、興味の幅が広がる発見がありました。
読書の世界が広がって良かったです。いろんな本と出会える図書室でありたいと思っています。
より多くの本との出会いがあればと、皆様からの寄贈図書も積極的に受け付けています。

新着図書を早く確実に知りたいのですが、どうしたらいいですか？
メールマガジンにご登録頂くと最新情報をお届けします。HP から登録規約をご確認の上、下記メールアドレ
スに空メールを送信すると一週間以内に登録確認メールを送信致します。touroku@kobe-sozoc.com
スタッフ H のツイッター情報もお楽しみに！＠sozoc_library

お問合せ先 神戸生活創造センター TEL:078-360-8530

MAIL:info@kobe-sozoc.com

HP:http://www.sozoc.pref.hyogo.jp/
図書の情報は
ひとコトバンク 図書

検索

神戸生活創造センター

検索
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ハーバーランドＮＯＷ
『生涯学習情報コーナー』の紹介です。
生涯学習情報コーナーでは、様々な学習機関と連携しながら、学習情報の提供や
学習相談など、県民の皆様の学習活動を応援しています。
生涯学習情報ネットワークシステム「ひょうごインターキャンパス」
インターネット上で県・市町、生涯学習機関、大学、民間文化活動機関などがネットワークを
結び、講座・イベント情報、施設・団体情報など、学習に必要な情報を一元的に提供しています。
カレンダーやキーワード・カテゴリーなどから簡単に検索できるほか、スマートフォンからも
情報検索できますので、是非ご利用ください！
≪ＵＲＬ≫（パソコン）http://www.hyogo-intercampus.ne.jp/
（スマホ）http://www.hyogo-intercampus.ne.jp/sp

ふるさとひょうご創生塾 平成 30 年度塾生募集！
魅力あるリーダーシップを持ったふるさとづくりの“新しい地域リーダー”を
育成するため、基礎的な力を実際の地域活動で応用できる力へとスキルアップを
図る場として、
「ふるさとひょうご創生塾」を開設しています。是非ご参加ください！
★ 募集期間 平成３０年３月１日（木）～４月３０日（月）

【問合せ先】

★ 学習年限 ２年

ふるさとひょうご創生塾事務局

★ 開 講 日 原則として毎月第２・３土曜日

（生涯学習情報コーナー内）

★ 募集定員 約３０名

078-360-9015

★ 受 講 料 年額３０，０００円

生涯学習講座 受講生募集！
兵庫県生きがい創造協会では、高齢者を中心とした県民の皆様の「学び」
を支援するため、県内各地で生涯学習講座を実施しています。
現在、平成３０年度の受講生を募集中ですので、是非お申込みください。
なお、締め切り間近の講座もありますので、お申し込みはお早めに！
〔講座内容等詳細については、各実施機関にお問い合わせ願います〕
実施機関
兵庫県いなみ野学園 (２次募集・先着順)
ひょうごラジオカレッジ
うれしの学園生涯大学(２次募集・先着順)
但馬文教府みてやま学園
西播磨文化会館ゆうゆう学園
淡路文化会館いざなぎ学園
丹波ＯＢ大学（兵庫丹波の森協会が運営）

募集講座

大学講座、大学院講座
本科生、聴講生、生涯聴講生

大学講座、大学院講座
大学講座、大学院講座
大学講座、大学院講座
大学講座、大学院講座
大学講座、大学院講座

募集期間

H30.3.1～3.30
H30.2.5～4.13
H30.2.27～
H30.1.5～3.15
H30.1.5～3.30
H30.1.10～4.13
H30.1.16～3.9

電話番号

079-424-3342
079-424-3343
0795-44-0711
0796-22-4407
0791-75-3663
0799-85-1391
0795-72-5170
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ハーバーランドＮＯＷ
『県立男女共同参画センター』の紹介です。
男女共同参画センター(愛称:イーブン)では｢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｣をめざして､さまざま
な取り組みを進めています。
男女共同参画について学びたい・情報収集したい方､再就職や起業をめざす
方の講座､なやみ相談や就業相談､女性活躍推進など､内容は多岐に渡ります。
キッズコーナーや授乳室もあり、お子様連れも利用しやすい施設です。
ぜひご利用ください!

人材育成・活動支援

女性就業相談室

地域・職場等で男女共同参画を進めるリ
ーダー養成など人材育成を目的とした講
座・セミナーを開催しています。
→アドバイザー養成塾・男女共同参画
セミナー、ひょうごフォーラムなど

女性のためのなやみ相談
女性カウンセラーが気持ち・考え方を
整理するお手伝いや情報提供をします。
【電話相談、面接相談（要予約）
】

ハローワーク相談窓口
求人検索機(パソコン)を配置し、職業相談・職業紹
介を行っています。
共に働きやすい職場づくりのために、企業研修をコー
ディネートします。
チャレンジ相談
社会保険労務士等の資格を持つ女性相談員が、アド
バイスや情報提供をします。【面接相談、電話相談（要予約）】

男性のための相談
男性臨床心理士が家庭や職場での人間
関係、子育てや介護、定年後の生き方に
ついての悩みなどの相談に応じます。
【電話相談のみ】

情報図書室・情報相談

｢働きたい｣｢起業したい｣｢何か始めたい｣など、
チャレンジしたい女性を応援するため、相談・情
報提供、各種セミナーの案内、職業紹介まで、ワ
ンストップで支援します。

女性活躍推進センター
女性活躍推進専門員が企業訪問を行い、男女が
ともに働きやすい職場づくりのために、企業研修を行
うほか、当センターでセミナーを実施します。

男女共同参画に関連する図書や
映像資料の貸出・閲覧ができます。
また、情報アドバイザーが、男女
共同参画に関する学習や活動の相
談に応じます。
☆グループ登録をすると使える
交流スペース(テーブル)もあります。
お問い合わせ

情報図書室

ハローワーク相談窓口

県立男女共同参画センター ・ イーブン
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(代表) ･ ０７８－３６０－８５５７(情報図書室)
イーブン

検索

今後のイベント

お申し込み・お問合せは各施設へ。
ご応募お待ちしております！

☆ ３月１７日(土) 女性のための働き方セミナー
｢病気をしても働き続けるライフスタイル｣
病気の治療を受けながら働くという、｢治療と仕事の両立｣に大切なことについて、専門家に講演い
ただき、ディスカッションをとおして一緒に考えます。
講師：関西労災病院 治療就労両立支援センター 平田 直子氏
時間：1０:０0～１２:０0
場所：７F 県立男女共同参画センター
定員：３０名(先着順)
参加費：無料
一時保育：あり(無料・事前申込・1 歳半～就学前)
申込先 TEL:078-360-8550
県立男女共同参画センター

☆ ３月 28 日(水) 気軽にアート vol.12｢小磯良平と吉原治良｣
阪神間が生んだふたりの巨匠。ほぼ同時代ながら、これまで画業を同時に評価する機会がほと
んどありませんでした。本講座では、それぞれの画業の再確認とともに、対称性と類似性を明ら
かにします。
講師：県立美術館 学芸員 相良周作氏
時間 1４:０0～1５:３0
場所：５F 県立神戸生活創造センター
定員：３０名(先着順)
参加費：５００円
申込先 TEL:078-360-8530 県立神戸生活創造センター

アクセス（神戸市中央区東川崎町 1-1-3 神戸クリスタルタワー）
・JR「神戸駅」から徒歩 3 分 ・
「高速神戸駅」から徒歩 7 分
・地下鉄海岸線「ハーバーランド駅」から徒歩 3 分

施設一覧
12F
７F

６F

５F
２F

※図：図書コーナー、相：相談、セ：セミナー開催

施
設
名
ひょうご・しごと情報広場
078-360-6216
県立男女共同参画センター
078-360-8550
兵庫県民総合相談センター
078-360-8511
カムバックひょうごセンター
078-360-9971
ひょうごボランタリープラザ
078-360-8845
生涯学習情報コーナー
((公財)兵庫県生きがい創造協会)
078-360-9015
神戸生活創造センター
078-360-8530
県民ギャラリー
(神戸生活創造センター)
078-360-8530

機 能

開

館

日

図･相･セ

月～金 10 時～19 時

図･相･セ

月～金 9 時～19 時
土
9 時～17 時

休館日
土・日・祝・
年末年始
日・祝・
年末年始
土・日・祝・
年末年始

相

月～金 9 時～17 時 30 分

相

月～金 10 時～18 時 30 分
土
10 時～17 時 30 分

日・祝・
年末年始

相･セ

月～金 9 時～19 時 0０分
土
9 時～17 時 0０分

日・祝・ＧＷ・
お盆・年末年始

相

月～金 9 時～17 時 15 分

土・日・祝・
年末年始

火～日 9 時～21 時

月・年末年始

火～日 9 時～１９時
※催しにより異なります

月・年末年始

図･相･セ
展示

