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伊奈川審議官

濱名園長 髙谷園長
県と全国認定こども園協会の共催によるシンポジ

ウムが 8 月 4 日、神戸市中央区の ANA クラウンプ

ラザホテル神戸で開催され、県内外より約 500 名が

参加しました。

開会にあたり井戸知事は、「住民にとって身近な課

題である｢子どもと子育て家庭の支援｣に地方が中心

になって取り組むのだから、地方が責任を持ち、地域

の実情に応じて自主的に取り組めるような制度設計

にしていかなければならない」と挨拶しました。

前半は認定こども園の立花愛の園幼稚園（尼崎市）

の濱名園長と正蓮寺保育園（高砂市）の髙谷園長から

取り組みなどの事例発表があり、後半は内閣府の伊奈

川少子化・青少年対策審議官に、国会で審議中（開催

当時）の「子ども・子育て関連３法案」について講演

いただきました。参加者は、就学前の子どもに関する

施策の大きな転換点になるだけに、熱心に聞き入って

いました。

(問)児童課 078-362-3215
１

県連合婦人会が、「安全・安心・活力ある兵庫の未

来を守るために、今、家族、地域の絆を再生しよう」

をテーマに、尼崎市のアルカイックホールで兵庫県婦

人大会を開催し、約 800 人が参加しました。

県連合婦人会の北野会長は、「戦後の福祉行政の復

活など、色々な活動を行ってきたが、家族のあるべき

姿をなおざりにしてきたことを反省している。私たち

の世代が家族のつながりやその大切さを伝えなけれ

ばならない」と挨拶しました。

その後、井戸知事が「創造と共生の舞台づくり」と

題して講演し、「婦人会は地域の要であり、「家族のき

ずな」「ふるさとの大切さ」を次世代につなぐ継承者。

「地域の元気」を生み出す知恵と行動、「地域の安全・

安心」を守る生活者の視点をもって、一層の活躍を期

待したい」と呼びかけました。

(問) 男女家庭課 078-362-3169
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２

市町 電話
神戸市 (078)271-5545
尼崎市 (06)6489-3067
西宮市 (0798)39-1534
芦屋市 (0797)25-0521
伊丹市 (072)772-4560
宝塚市 (0797)85-4535

川西市･猪名川町 (072)740-6800
三田市 (079)559-8996
明石市 (078)915-1277

加古川市 (079)424-9933
高砂市 (079)442-0555
稲美町 (079)492-9090
播磨町 (078)944-0717
三木市 (0794)82-2395
小野市 (0794)63-3611
加西市 (0790)42-0111
加東市 (0795)43-0444
姫路市 (079)223-5638
神河町 (0790)34-0962
相生市 (0791)23-0155

たつの市 (0791)63-5106
赤穂市 (0791)42-4011

ファミリーサポートセンターの

主な活動内容

◇保育所までの送迎

◇保育所の開始前や終了後の預かり

◇学童保育後や学校の放課後の預かり

◇保護者の病気や急用の場合の預かり

◇冠婚葬祭やきょうだいの子どもの学校

行事の際の預かり

◇保護者の短時間、臨時的な仕事の際の

預かり

◇子どもの病気の回復期の預かり

(23 市町)など

大学生等が県庁の職務を体験し、将来の職業
や進路などについて考える「県庁インターンシ
ップ」が８月 20 日から始まり、大学院生、大
学生、高専生 35 名が参加しました。

「知事と学生の懇談会」の冒頭で知事から
｢２週間ではあるが、県の仕事を実感し、県民
のためにという意識をもって取り組んで欲し
い｣と挨拶がありました。

少子対策課に配属され
た清水智紗さんは、資料
作成や効果的な広報の検
討等を行いました。

清水さんは、｢施策の
話し合いに参加させても
らい、真剣に自分の意見
を聞き入れていただき、
実際に施策の取り組みに
関わることができてうれ
しかった。今後、社会人
として働くときにインタ
ーンシップで学んだこと
を生かしていきたい」と
感想を話していました。

(問)少子対策課 078-362-4186
１

７月31日に県内のファミリー・サポート・センターのア

ドバイザーや市町担当者等を対象とした研修会が開催され

ました。

研修会では、ファミリー・サポート・センター事業への支

援を続けている一般財団法人女性労働協会の担当者より、

「活動を安全に行うために」と題された講義が行われまし

た。その後、日頃の課題について担当者相互間で忌憚のない

意見交換や活発な情報交換が行われました。

現在、県内会員数は２万７千人で、年間６万４千件を超え

る利用があります。利用を希望される方は、お住まいの市町

のセンターまでお問い合わせ下さい（右表）。
県立こどもの館では、８月 18 日、19 日に

内の中学生・高校生による｢こどもの館劇団｣の

表会を開催、約 550 人の観客で賑わいました

今回のテーマは「タロウくんのユメ」で、タ

ウくんが自分の夢の中で出会う住人たちとの

快で不思議な体験を劇にあらわしました。演劇

導には NPO 法人｢演劇百貨店｣代表理事の柏木

氏があたり、劇団の先輩や演劇ボランティアの

さんにもサポートしていただき、子ども達は 1

日間の練習を通して互いの絆を深め合い、本番

は練習で頑張ってきた成果を元気いっぱい披

しました。
(問)少子対策課

078-362-4186
県
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(問)県立こどもの館 078-267-1153
宍粟市 (0790)72-2100
上郡町 (0791)52-1114
佐用町 (0790)82-0341
篠山市 (079)590-1388
丹波市 (0795)70-2244



子育てと健康

参加者募集

子育て支援者・ボランティアさん等のスキル
アップを目指す講座を実施します。既に子育て
現場でご活躍中の皆さんも、この機会に更なる
スキルを身につけ、地域の子育て支援活動に役
立ててみませんか。
◆日程：平成 24 年 9 月 29 日～11 月 17 日

のうち 7 日間全 10 回
◆会場：宝塚市立男女共同参画センター
◆対象：子育て支援者・ボランティア活動をさ

れている方
◆参加費：無料 ◆託児あり
◆定員：40 名
◆締切：9/20(木)ただし、定員になり次第締

め切ります
◆申込み・問い合わせ

特定非営利活動法人宝塚 NPO センター
TEL 0797-85-7766

兵庫医療大学

絵本・教科書・小説・詩など、あなたの一番
好きな文章を朗読してみませんか。
◆日時

(１)平成 24 年 11 月 17 日(土)
(個人①・③)

(２)平成 24 年 11 月 18 日(日)
(グループ・個人②)

◆会場：県立こどもの館
◆対象：県内在住・在校・在勤者

・個人① 小学生１年生～３年生(45 人)
・個人② 小学生 4 年生～6 年生(45 人)
・個人③ 中学生・高校生(45 人)
・グループ(30 グループ)

◆募集期間：9/1～10/18（先着順）
◆問い合わせ

県立こどもの館
TEL 078-267-1153

18

70

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 を募集します！ （９月に申し込み可能な講座）

◆開催日：11/10(土) 11/17(土)

※1 日に３講座実施します

◆募集期間：9/10～10/26

◆問合せ・申込：080-6204-8793

◆募集人員：30 名（先着順）

講師 斎藤あつ子教授

「感染・感染症とはどの

ようなものか」

など全６回

神戸常盤大学
神戸常盤大学短期大学部

◆開催日：11/24(土)

※１日に３講座実施します

◆募集期間：9/3～11/2

◆問合せ・申込：078-611-1821

◆募集人員：80 名（先着順）

講師 岩越美恵教授

「子どもの障害ってな

に？」 など全３回

子育てと健康
子どもの感染症と予防
接種について学ぼう

兵庫医療大学

(問)阪神北県民局
0797-83-3160兵庫県まちの子育てひろば 検 索
３

神戸山手大

若者と情報
神戸女学院大

子どもと音楽
8 月 23 日にまちの子育てひろば交流会が宝塚
市男女共同参画センター・エルで開催されまし
た。

阪神北地域のまちの子育てひろばで人気のプ
ログラムである｢大型絵本の読み聞かせ｣、｢手遊
び・伝承あそび｣、｢アロママッサージ｣、｢英語リ
トミック｣を親子で体験しました。また、ひろば
アドバイザーの活動発表や主に小学生を対象と
した｢子どもの冒険ひろば｣の紹介も行われまし
た。

簡単な手遊びやダンスなどを親子で楽しみ、会
場は親子の笑顔であふれていました。
学

開催日：10/11(木) 10/18(木)

10/25(木)

募集期間：9/3～9/24

問合せ・申込：0798-51-8550

募集人員：50 名（先着順）
学

行動
寺子屋師範塾」の受講生
講師 飯嶋香織准教授

「若者と情報行動」

など全３回
◆

◆

◆

◆(木)

講師 田中修二教

「音楽の中に見る

もの心」 など全
◆開催日：10/4(木) 10/
10/25(木)

◆募集期間：9/3～9/27

◆問合せ・申込：078-351-71

◆募集人員：20 名
授

子ど

３回
【地域のひろばに関する情報】



○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://hdsc.seishonen.or.jp
☆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。

ひょうご家庭応援ネットワーク会議と県で
は、｢家族の日｣運動を普及推進するため、これ
までの写真コンクール入賞作品を上映・展示す
る作品展を開催します。
◆日時：平成 24 年９月１日(土)～14 日(金)

11:00～20:00
◆場所：ミント神戸６階

｢フレッツ＠メディアスタジオ｣
◆内容：

・過去の｢家族の日｣写真コンクール入賞作品
を大型ディスプレイで上映

・過去の｢家族の日｣写真コンクール特別賞受
賞作品を一部展示

◆入場料：無料

第５回「家族の日」写真コンクールの作品募集中！

テーマ：「しあわせ家族」

締 切：１０月１日（月）必着

※詳しくは家族の日写真コンクールで検索

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 
 

４

｢仕事と家庭を両立し働き続けたい｣、出産、
育児、介護等の理由でいったん離職した後、｢再
就職や起業をしたい｣と考えている女性が、多
様な働き方を自らの意思により容易に選択す
ることができる社会をめざし、働き方やその選
択の方法などについて実践事例から学び、語り
合い、考えるシンポジウムを開催します。
◆日時：平成 24 年 10 月２日(火)

13：30～16：30
◆場所：ホテル北野プラザ六甲荘
◆内容

(１)基調講演
テーマ：｢子連れワークスタイルから見える

自分らしい働き方｣
講 師：光畑 由佳氏
(２)多様な働き方のロールモデル事例発表

◆定員：120 名(先着順)
◆参加費：無料
◆一時保育：有(要予約、無料、１歳～就学前)
◆申込方法・問い合わせ

①住所②氏名③年齢④電話番号⑤一時保育
希望の有無(お子さん名前・年齢・性別)を記
載し、郵送・FAX または電話で県立男女共
同参画センターまで。
TEL 078-360-8550
FAX 078-360-8558
第４回兵庫県議会議長賞受賞作品
(問)男女家庭課
078-362-3169

http://hdsc.seishonen.or.jp/

