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兵庫県少子対策本部ニュース 第７２号

ひょうご

子ども未来通信６月号
http://web.pref.hyogo.lg.jp/hw08/hw08_000000008.html

平成 24 年（2012 年)６月

＜多可町＞
結婚応援事業について発

表。「花婿学校」や日曜日の
朝デート、婚活サポート補
助金等のユニークな取り組
みを行っている。

＜神河町＞
「放課後子ども教室事

業」の取り組みについて発
表。事業改善に向けた工夫
点や成果と課題の分析が披
露され、会場とも熱心に質
疑が行われた。
少子対策・子育て支援を県と市町が協働で推進するための会議が、５月 18 日神戸市内で開催さ

れ、県、市町の担当責任者約 120 名が参加しました。

会議では、県の子育て支援施策や国の子ども・子育て新システム等の説明が行われた後、代表し

て４つの市町の子育て施策に関する事例発表が行われました。（詳細は下記参照）

(問)少子対策課 078-362-4186
＜宝塚市＞
子ども達が仕事体験を通

じて、自主性・協調性を育
む、『ミニたからづか』事業
について発表。事業は好評
を博し、これまで 6 回開催
している。
＜芦屋市＞
児童虐待防止や DV 問題

に関する取り組みについて
発表。関係機関や民生委員
との連携を進めることで、
被害者支援を進めている。
ひょうご地域子育て支援大学間連絡協議会（HUG

CaFE）兵庫県委託研究報告会が５月 27 日に園田学

園女子大学で開催されました。

協議会会長である伊藤篤神戸大学教授のあいさつの

後、３部構成（①兵庫県内の各自治体における子ども

支援・子育て支援に関する実態調査、②世代間子育て

支援に関する研究、③大学生が次世代の親となるため

の支援研究）で発表が行われました。

祖父母世代や大学生の子育てに対する意識は高く、

子育て支援の取組みに誘導することの重要性が明らか

にされています。

研究成果は、これからの施策展開に活用されます。

（問）少子対策課 078-362-4186

http://web.pref.hyogo.lg.jp/hw08/hw08_000000008.html


～『母と子の防災・減災ハンドブック地域版』を作成します～

◆日時：6 月 9 日（土）1

◆場所：展示室及び美術館

◆募集人数：親子合わせて 3
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いつどこで起こるかもしれない災害への備え
は、ふだんからの取組が大変重要です。

そこで男女共同参画の視点から、地域の防災・
減災について私たち一人ひとりができることな
ど、意見を出し合い考えていくワークショップを
各地域でリレー開催します。
◆会場・日程等

地 域 実施機関 （会 場） 日 程

神 戸 県立男女共同参画センター （同左） 7/2(月)

但 馬 養父市男女共同参画センター （同左） 7/6(金)

北播磨
小野市男女共同参画推進グループ

（うるおい交流館エクラ）
7/9(月)

阪神南 尼崎市女性センター･トレピエ （同左） 7/13(金)

阪神北
伊丹市立女性･児童センター

（いたみホール）
7/20(金)

中播磨
姫路市男女共同参画推進センター

（イーグレひめじ）
7/27(金)

あかし男女共同参画センター
(問)県立こどもの館

079-267-1153
け
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0:30～12:30
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0 名（先着順）

加
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家島諸島でカヌーやカヤックを使っての島

の探検や、野外炊事など最高の夏の思い出の

１ページに！

◆日時:7 月 7 日(土)～8 日(日)

◆場所:兵庫県立いえしま自然体験センター

◆募集人数:80 名(30 組)

◆対象:お父さんと子ども

おじいちゃんと孫

詳しくは県立こどもの館指導課までお問い

合わせください。（℡079-267-1153）

東播磨
（明石市生涯学習センター）

8/3(金)

丹 波
篠山市男女共同参画センター

（篠山市民センター）
8/6(月)

淡 路 洲本市人権推進課 （市役所北庁舎） 8/8(水)

西播磨 たつの市人権推進課（市揖保川総合支所） 8/10(金)

※時間:13:30～16:00(中播磨は13:00～15:30)

◆定員:各地域40名
◆対象者:幼い子どもを持つ親･祖父母､防災関係

者､防災･減災に関心のある方 等
◆参加費:無料
◆申込方法:所定の申込用紙に氏名･年齢･住所･電話

番号等を記入のうえ､郵送またはＦＡＸ
で各実施機関まで申し込む。（先着順）

（問い合わせ先）

兵庫県立男女共同参画センタ－
〒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７Ｆ

TEL:078-360-8550
◆申込締切:各地域実施日の一週間前 
◆対象：小・中学生とその保護者

※小学校 3 年生以上はこどものみの参

も可

◆費用：500 円程度（材料費、保険）

※保護者は別途コレクション展観覧料（

体 400 円）が必要となります。

◆問合：県立美術館「こどものイベント」係

TEL: 078-262-0908
美術館ってどんなところ？探検バッチをつ

て、美術館で展示している作品をスタッフと一

に観たり、いつもは入れない美術館の舞台裏を

ぞいたりしてみよう！

こどもの日の５月５日、県立こどもの館で、「

世代で体験活動～あそぶ・つくる・かんじる～

をテーマに「こどもフェスティバル」を開催し

6,800 人の家族連れで終日賑わいました。

地域団体、ボランティア、子育て活動グループ

高校生等が開催した「ロボットであそぼう」「

つりゲーム」「犬と散歩をしよう！」「竹せみを

くろう」「ふうせんアート＆アイロンビーズ」

ど様々に工夫をこらした20余りのブースや、「

ンニン☆館忍者」「カード＆ボードゲームであ

ぼう！」「多世代ふれあい交流サロンスペシャル

などの多彩な催しで、子どもたちは様々な遊び

工作等を体験しました。
２



 
 
 

 

 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 参加者募集 

「
律

な

兵庫県立大学 
神戸親和女子大学 大学

子

県内大学でさまざまな子育て支援について学ぶ「まちの寺子屋師範塾」を開催します。（受講料：無料） 

「まちの寺子屋師範塾」の受講生を募集します！ （６月に申し込み可能な講座） 

子どもたちの豊かな感性
そび｣。子どもたちにその良
 尼崎・加古川・姫路の 3
を実施。各会場とも 4 日間
の全 8 回講座。 
◆日時:平成 24 年 8 月 22
◆場所:尼崎市立すこやかプ

加古川市立青少年女
県立こどもの館 

◆日程 

会場 １日目 ２日目

尼崎 8/24(金) 9/7(金

加古川 8/25(土) 9/8(土

姫路 8/22(水) 9/6(木

※時間はいずれも午前 10:00

15:00 

◆定員:各会場 80 名 計 2
◆対象:児童館・児童センタ

ンター、子育て学習セ
委員等の子育て支援
ど 

◆申込:6 月上旬頃から募集
   詳細は県立こどもの

TEL: 078-267-11
関西福祉大学  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

子どもの『自立』と『自
』とは」 

ど全４回 

（地域ケア開発研究所） 

 

講師 三宅一代准教授 

「災害から子どもと家族を
守る！」 

など 全４回 

講師 勝木洋子教授 

「子どもの健康と環境」
など 全５回 

◆開催日：10/27(土)  
※1 日 4 講座実施します  

◆募集期間：6/1～9/1 
◆問合せ・申込：078-925-9607 
◆募集人員：30 名（先着順） 

 

◆開催日：8/25(土) 9/1(土) 
         9/29(土) 10/13(土) 
         10/20(土) 
◆募集期間：～8/3 
◆問合せ・申込：079-591-2934 
◆募集人員：30 名（先着順） 
※材料費は第２回のみ 500 円

災害から子どもと家
族を守る！ 

 

子育てをどう支援するか 

 

◆開催日：8/5(日)  8/18(土)  
         9/17(月) 10/27(土) 
◆募集期間：6/1～8/1 
◆問合せ・申込：0791-46-2735 
◆募集人員：50 名（先着順） 

 

 
 神戸海星女子学院
 
 
 
 

整する 
 

講師 竹内伸宜教

「認識と感情(基礎
論)感情的な生き物
してのヒト」  
 

 
 
 
 

 
◆開催日：9/14(金) 9/

※１日２講座実施しま
◆募集期間：6/1～9/
◆問合せ・申込：078-801-2
◆募集人員：20 名（先

 

 

必要です 
) 

） 
どもの情動・感情を調
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や社会性を育む｢昔のあ
さを伝えませんか？ 
会場で、同内容の講座

、午前 1 回・午後 1 回

日～10 月６日 
ラザ 
性センター 

 ３日目 ４日目 

) 9/18(火) 10/2(火) 

) 9/23(日) 9/30(日) 

) 9/20(木) 10/6(土) 

～12:00 午後 13:00～

40 名 
ー、地域子育て支援セ
ンター、民生委員児童

関係者及び一般県民な

開始予定 
館指導課 
53 

５月１２日（土）、県内の児童養護施

設や乳児院の子どもたち1,300人が県

立明石公園に集い、「おーい集まれ！こ

いのぼりのつどい」が開催されました。 

少し肌寒い日でしたが、舞台では各

施設の子どもたちによる一生懸命練習

した歌、ダンスなどの演技が披露され、

また、模擬店やゲームコーナーでは長

い行列ができるなど子どもたちは楽し

い１日を過ごしました｡ 

また、最後に子どもたちと施設職員

が作成した牛乳パックを使ったモニュ

メントの発表があり、子どもたちの思

いの詰まった作品となりました。 

 

(問)児童課 078-362-3198 
授 

理
と

講師 八木修司准教授 

子どもの『自立』と『自
律』を考える～子ども同
士や大人との関係～ 

 



 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                   

 
 
 

ひょうご子育て応援メールも 
好評配信中です！ 

子育てに役立つ身近な情報を月 3～4
回配信しています。
regist@magazine.hyogo- 
kosodate.jp(QR コードからも読取可)
に空メールを送付 
し登録してください.。 
                       

 
 

 

 

 

子育て情報やイベント情報を
ツイッターで随時発信してい
ます。 

http://twitter.com/HyogoKo
sodate 

※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､下記アドレスに｢未来通
信･配信希望｣と送信ください。 
兵庫県少子対策本部 
(健康福祉部こども局少子対策課) 
shoshitaisaku@pref.hyogo.lg.jp 
 

ひ ょ う ご 子 育 て 応 援 の 店 パ ス ポ ー ト 会 員 大 募 集 ！  

 

「ひょうご出会いサポートセンター」（（公財）兵庫
県青少年本部、県内 10 か所）では、独身男女の出会
い・結婚を応援しています。ぜひ、会員にご登録くだ
さい。 
○あいサポ会員（個人、パーティ参加）＜登録無料＞ 

あいサポ応援団（企業等）が企画・開催する出会い
イベントに参加できます。 

○はばタン会員（お見合い）＜年度登録料 3000 円＞ 
会員同士の合意が得られた場合、「お見合い」の機会
を提供します。 

☆詳細は下記ホームページをご覧ください。 
http://www.seishonen.or.jp/deai/deai.html 

☆会員のお申し込みは、最寄りのセンターへお問い合
わせのうえ、お越しください。                        

                            

 

                                

兵庫県では県内の各企業・店舗等事業者の協賛により、

子育て世帯を対象とした割引・特典等のサービスを行う

「ひょうご子育て応援の店」を実施しています。（物販、

飲食、その他サービス業を中心に、約 4,100 店（24 年

5 月 31 日現在）が協賛） 

18 歳未満の子どもがいる世帯の方なら誰でもパスポ

ート会員に登録が可能ですので、是非この機会にご登録

ください。 

■登録方法 

右の QR コードを携帯で認識し、表示されるメールアドレス

(apply@hyogo-kosodate.jp）に空メールを送信下さい。そ

の後、返信されるメールに記載のＵＲＬにアクセスし、必

要な項目を入力、送信していただくと「ひょうご子育て応

援の店パスポート」をご利用いただけるＵＲＬが返信され

ます。 

 詳しくは兵庫県子育て応援の店で 

■協力企業・店舗等の検索 
次の URL で協賛店舗の検索ができます。  

http://www.hyogo-kosodate.jp 

 ■問合せ先 

検 索 
ＱＲコード 
4 
兵庫県少子対策本部（健康福祉部こども局少子対策課普及推進係） 

TEL：078-362-4184 

http://www.seishonen.or.jp/deai/deai.html
http://www.hyogo-kosodate.jp/

