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◎最近の県政の動き
￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣
平成24年度の県政の重要施策に係る知事ヒアリング
（10月25日、県庁）
→ http://web.pref.hyogo.lg.jp/governor/cate2_601.html
◎知事記者会見
￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣
【日時】10月24日（月）15:00
【場所】記者会見室
【内容】津波防災対策の推進
環境創造型農業の推進状況
姫路食博2011の開催
ほか
→ http://web.pref.hyogo.lg.jp/governor/cate3_603.html

─────────────────────────────────
１ 県政ニュース
─────────────────────────────────
(1) 愛媛＆兵庫コラボイベント「ユニークツアーde愛イベント」の開催
－愛媛のパワースポットめぐりと宿坊で座禅体験－
￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣
「ひょうご出会いサポートセンター」では、少子化の大きな要因のひ
とつである「晩婚化・未婚化」に対して、独身男女の出会いの場づくり
に取り組んでいます。
今回は県域を越えたはじめての交流企画として、愛媛県とコラボし、
縁結びのパワースポットめぐりや今話題の宿坊座禅体験を通じて独身男
女の出会いを応援する婚活イベントを開催します。
兵庫の方だけでなく愛媛の方との出会いもあり、地元の方とは違った
新鮮なお話ができるユニークなバスツアーです。
【日時】 11月12日（土）～13日（日）（バスで移動、JR三宮駅 9:00出発）
【場所】 松山市内・今治市しまなみ海道 など
【内容】
≪1日目≫ 松山市駅前（ひぎり茶屋）で合流し、道後街歩き、石手寺
参拝後、しまなみ海道が一望できる夜景の美しい宿坊（仙遊寺）泊（座
禅体験あり）
≪2日目≫ 斜張橋としては世界最長の多々羅大橋橋歩き、縁結びのパ
ワースポットで有名な大山祇神社をお参りし、今治市内で
昼食後、松山市駅前解散、帰途へ
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【対象者】 45歳位までの独身男女
【定員】 兵庫からは男性8人、女性8人、他に愛媛県から男女8人ずつ参加
【参加費用】 14,000円（バス代、宿泊費、3食込）
* 1日目の昼食及び夕食後の2次会については自己負担
* 宿泊は男女別の相部屋となります。
【応募締切】 10月30日（日）（* 応募多数の場合は抽選）
【申し込み・問い合わせ】 （公財）兵庫県青少年本部 ひょうご出会いサポートセン
ター
〒650-0011 神戸市中央区下山手通4-16-3 兵庫県民会館8階
電話：078-891-7415、FAX：078-891-7418
E-mail：hyogo.deai@seishonen.or.jp
→ http://web.pref.hyogo.lg.jp/press/press_ac021_00010424.html
(2) 平成23年度子育て支援ひょうごフォーラム
「乳幼児を中心とした子どもの事故防止」の開催
￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣
子どもの死亡原因で上位を占める「不慮の事故死」。病気も「不慮の
事故死」も、事前の予防やケアで悲しい結果を避けることができる場合
も多いと言われています。
このフォーラムでは、小児科医が分かりやすく子どもの事故防止対策
等についてお話します。
【日時】 12月10日（土）14:00～16:00
【場所】 兵庫県医師会館 2階大会議室
【内容】
○基調講演 「不慮の死をなくすために～事故から傷害予防へ」
講師：兵庫医科大学小児科学 教授 服部 益治 先生
○パネルディスカッション
1)「京あんしんこども館で展開中の子どもの事故防止対策について(仮)」
2)「兵庫県下の保育所・幼稚園における事故防止およびその防止対策の実
態」
3)「乳幼児健診での事故防止指導状況」
4)「家庭における乳幼児期の事故の実態と親の意識」
【定員】 280名（先着順・参加費無料）
* 一時保育あり（要予約、対象：1歳～就学前まで、定員：15名）
【対象】 子どもを持つ保護者、幼稚園・保育所関係者 等
【申込方法】
チラシ裏面の申込書（ホームページ掲載）に、住所、氏名、職業、
連絡先（電話番号）を記入し、FAXまたはメールでお申込みください。
一時保育を希望される方は、必ず、11月22日（火）までにお申込みください。
【申込み・問合せ先】 （社）兵庫県医師会 乳幼児保健係
〒651-8555 神戸市中央区磯上通6丁目1番11号
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TEL：078-231-4114 FAX：078-231-8112
E-mail:s.sotani@hyogo.med.or.jp
→ http://web.pref.hyogo.lg.jp/press/press_ac021_00010388.html
http://www.hyogo.med.or.jp/topics/index.html
─────────────────────────────────
２ おでかけガイド
─────────────────────────────────
(1) 「第6回B級ご当地グルメの祭典！B-1グランプリ in 姫路」と
姫路食博2011の開催
￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣
味はA級、値段はB級。安くて美味しく、地元に愛されているグルメ
「B級ご当地グルメ」が全国から集う、日本最大級のまちおこしイベント
「B-1グランプリ」。関西初の開催となる今回は、世界文化遺産「姫路城」
周辺を会場に、過去最多63団体が出展します。
また、隣接する会場では「姫路食博2011」を同時開催します。県内外
のご当地グルメを味わいに、ぜひお越しください！
【日時】11月12日（土）・13日（日）9:30～15:30
【会場】
●B-1グランプリ in 姫路
(1) 第1会場シロトピア記念公園・城の北駐車場
(2) 第2会場大手前公園
(3) 第3会場大手門駐車場・家老屋敷跡公園
●姫路食博2011
(1) 料理会場：東御屋敷跡公園・姫山駐車場
(2) 物販会場：姫路城三の丸広場
【問い合わせ】
●B-1グランプリ in 姫路実行委員会事務局
電話：079-287-0066、FAX：079-287-0090
●姫路食博2011実行委員会（コムサロン21内）
電話：079-224-8803、FAX：079-224-1553
→ http://www.b1-himeji.jp/
(2) 兵庫陶芸美術館テーマ展
「印銘のある丹波焼 －直作・花遊・一此など－」
￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣
江戸時代後期の丹波焼のなかには、「直作」（なおさく）・「花遊作
之」（かゆうこれをつくる）・「一此」（いちこの）などの印銘が、底
や側面に押されている作例があります。これは、制作した工房を示す
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「ブランド・マーク」であると思われます。
本展では印銘ごとに作品を集めて、それぞれの作風について紹介します。
【会期】12月18日（日）まで
【会場】兵庫陶芸美術館 展示室3
【休館日】 毎週月曜日
【開館時間】10月30日まで：10:00～19:00、
11月1日から： 10:00～18:00
* 入館は閉館時間の30分前まで
【観覧料】 同時開催中の特別展の観覧料に含まれます
* ただし、テーマ展のみの期間(11月29（火)～12月9日（金））は下記観覧
料
一般200円、大学生150円、高校生100円
【会期中のイベント】
○ギャラリートーク（学芸員による展示解説）
いずれも11:15から、同館展示棟展示室3にて
（展示棟エントランス集合、30分程度）
10月30日（日）、11月13日（日）、27日（日）、12月11日（日）
→ http://www.mcart.jp/23/exhibition/in/in.htm
(3) 県立考古博物館 「第4回考古博古代体験・秋まつり」
￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣
全国各地の博物館や埋蔵文化財センターなどで行われている人気の古
代体験が考古博物館に集合します！
同時開催の「大中遺跡まつり」とともに、秋の一日をご家族でお楽し
みください。
【日時】 11月5日(土) 10:00～16:00 （* 雨天の場合は6日に順延）
【主な内容】
●体験メニュー：貝輪づくり、ガラス玉ブレスレットづくり、銅鐸づくり、
土笛づくり、勾玉づくり、染色体験
などいろいろな楽しい体験がいっぱい！
●食品ブース ：鹿肉料理、天ぷら、古代米パン、焼き栗、駅そばなど、
珍しい食べ物や地域の名物も味わっていただけます。
【問い合わせ】 県立考古博物館
〒675-0142 加古郡播磨町大中1-1-1
電話：079-437-5589、FAX：079-437-5599
→ http://www.hyogo-koukohaku.jp/events/p6krdf0000001wdz.html
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─────────────────────────────────
３ 東日本大震災 被災地への支援等について
─────────────────────────────────
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
被災地の復旧・復興のため、関西広域連合や兵庫県が取り組む支援
情報を幅広く発信しています。
http://web.pref.hyogo.lg.jp/ac02/index_d.html
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
(1) コミュニティ元気アップモデル事業実施団体の募集
￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣
被災地への支援として「コミュニティ元気アップモデル事業」の実施
団体を募集します。東日本大震災被災地の支援団体と連携し、仮設住宅
でのコミュニティ支援活動に要する経費を補助することで、阪神・淡路
大震災でのノウハウの普及と被災地コミュニティの維持・再生を図ります。
→ http://web.pref.hyogo.lg.jp/ac02/index_d.html
(2) 第11回 兵庫県ボランティアの募集
￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣
11月3日(木・祝)から6日(日)まで、宮城県亘理郡山元町に派遣する災
害ボランティアを募集します。募集受付は10月28日(金)9:30から開始。
078-360-6300～6302(先着順・電話受付のみ)
→ http://ameblo.jp/hyogo-vplaza/entry-11055543977.html
(3) 景観園芸及び園芸療法を活用した被災者支援事業
￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣
11月1日(火)及び2日(水)に、淡路景観園芸学校の教員等を岩手県盛岡
市内へ派遣します。フラワーアレンジメントなどの園芸療法プログラム
の紹介や、PTSD予防・心のケアなどに関する体験研修会を中心とした支
援活動を行います。
(4) 文化財レスキューに係る職員の派遣
￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣
被災地の博物館資料等の文化財保全のため、10月24日(月)から28日(金)
まで、岩手県陸前高田市の旧市立生出(おいで)小学校に兵庫県立歴史博
物館から学芸員を派遣しています。
今回は、陸前高田市立博物館の民具を中心とした、民俗資料の洗浄や
整理作業を行っています。
(5) 兵庫県公立学校教員の長期派遣
￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣
宮城県仙台市への教育復興支援として、11月1日(火)から翌年3月31日
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(土)の5ヶ月間、仙台市立将監(しょうげん)小学校へ教員を1名派遣。
派遣先では、授業補助および生徒の心のケアを中心にお手伝いします。
(6) 「がんばろう東日本！アート支援助成事業」の採択結果
￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣
兵庫県内の芸術文化団体の被災地での公演活動を助成する「がんばろ
う東日本！アート支援助成事業」への応募は9月30日で募集を終了し、
24件の採択を決定しました。
(7)兵庫県からの職員派遣状況
￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣
避難所運営や市町業務を全般的に支援する等、被災地のニーズに応じ
たきめ細やかな支援を行うため、県職員のべ6,846人（10月21日(金)現在）
を派遣しています。
また、応急仮設住宅建設支援、土木施設の復旧支援など復旧・復興事
業等に従事するため、地方自治法に基づき宮城県及び宮城県内の市町等
に対し中長期にわたり、職員を派遣しています。
→ http://web.pref.hyogo.lg.jp/contents/000190454.pdf （573KB）

─────────────────────────────────
４ 県外だより定期便 ★★北海道のたからもの～北海道遺産～★★
─────────────────────────────────
◎鍋を囲んでみんなが輪になる食文化「ジンギスカン」
￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣
北海道人なら誰もが食べたことのあるジンギスカン。地元の人のアウ
トドア料理の定番として古くから親しまれ、観光客にも人気の食文化です。
発祥については諸説ありますが、北海道で羊肉が食べられるようになっ
たのは大正時代。明治時代に国内で羊毛を得るために、滝川・札幌月寒
を含む全国5カ所に種羊場が開設された際、羊肉も含めた羊の活用方策と
して研究が進められ開発されたのがジンギスカンでした。飲食店にメニュ
ーとして登場したのは昭和の初めで、当時は「成吉思汗」という漢字表
記でした。
大陸にもジンギスカン料理の原型は見られますが、北海道では特に広
く特徴的に発達し、発達するなかで味付けなど工夫が凝らされ、今では
北海道独自の料理として確立しています。
→ http://www.hokkaidoisan.org/heritage/052.html
▼北海道のメールマガジン「Do・Ryoku」の登録はこちらから！
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http://www2.hokkaido-jin.jp/cgi-bin/magazine/
▼北海道庁ブログ「超!!旬ほっかいどう」はこちら！
http://plaza.rakuten.co.jp/machi01hokkaido/
☆総合政策部知事室広報広聴課 (011)204-5111

─────────────────────────────────
５ 広報専門員の「ひょうご☆ひとまちキラリ」
─────────────────────────────────
広報専門員6年目の米田と、2年目の吉田がそれぞれの目線や視点でひょ
うごの魅力や地域を支える人々をご紹介する新コーナー「ひょうご☆ひ
とまちキラリ」。
今回は、米田がグリーンリボンキャンペーン、臓器移植について考え
ます！（以下、はばタンとの会話です）
【はばタン】ルン♪ルン♪
【専門員】 あれ、はばタン今月もなんだかご機嫌だね～。あら、その
バッヂ！
【はばタン】ふふふ～このピンクリボンバッヂ、すてきでしょ！この間、
神戸を歩くイベントがあってもらったんだよ。
【専門員】 それは乳がんという病気について考えましょう！というウォ
ーキングイベント「ピンクリボンスマイルウォーク2011」
だね。ステキよ、はばタン。実は私も・・。
【はばタン】あーー！！ゆみお姉さん、緑色のリボンだ！カッコいいな～。
でもそれはどんなリボンなの？
【専門員】 これは「グリーンリボンキャンペーン」と言って、少し難
しいけど「移植医療のシンボル」なの。
【はばタン】いしょくいりょう？？
【専門員】 体の中には、すごく大事な働きをしている“臓器”がある
でしょう。例えば、心臓、肺、肝臓、腎臓、すい臓。それ
が機能を完全に失ったら、薬で治したり、機械で代替した
りすることは難しいの。どうしたらよいか？答えは、その
臓器を入れ替えることで治療を行うのだけどそれを「臓器
移植」と言います。そうした医療方法を「移植医療」と言
うんだよ。
【はばタン】そうなのかぁ。でもでも・・入れ替える“臓器”はどこか
ら持ってくるの？ボクみたいな子どもでもできるの？
うーーん、なんだか分からないことがいっぱいだなぁ。
【専門員】 うん、そうだね。大人の私にとっても簡単なテーマじゃな
いのよ。だから、しっかり勉強しようと思って、臓器移植
に詳しい「県臓器移植コーディネーター」の人にお話を聞
いてきました。はばタンも、お勉強してみてね☆
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続きはこちらへ
広報専門員のホームページ「ひょうご☆ひとまちキラリ」
→ http://web.pref.hyogo.lg.jp/pref/cate4_645.html

─────────────────────────────────
６ ニッポン全国！県外だより ～大阪府編～
このコーナーでは、他府県と紙面交換を行い、各地のとっておきの観
光スポットやイベントなどを紹介してもらいます。
─────────────────────────────────
◎10月30日（日曜日）、第1回大阪マラソン開催！
￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣
大阪初の大規模市民マラソン「第1回大阪マラソン」を10月30日(日)
に開催します！3万人のランナーが、御堂筋や中之島、通天閣界隈など
大阪の代表的な観光名所を駆け抜けます。
また、10月28日(金)と29日(土)にはスポーツメーカーのイベント・展
示即売ブース、観光や大阪の食を紹介するブースなどが集まる「大阪マ
ラソンEXPO2011」も開催。
ぜひお越しいただき、大阪の魅力を感じてください！
「大阪マラソンEXPO2011」
■日時：10月28日（金）、29日（土）11:00～20:00
■入場無料
■場所：インテックス大阪 1・2・3号館（ニュートラム「中ふ頭」ほか）
* 1号館の「大阪マラソンうまいもん市場」は30日（日）も開催（10:00～17:00）
→ http://www.osaka-marathon.com/2011/expo2011/
大阪府のイベントや取組みの最新情報を毎週お届け！
10月27日から読者限定のプレゼント企画も実施！
「大阪府メールマガジン」ぜひご登録ください！
▼「大阪府メールマガジン」の登録はこちらから！
http://www.pref.osaka.jp/magazine/
☆大阪府府民文化部府政情報室 電話：06-6944-6063
─────────────────────────────────
７ 県政がわかる！ 今週の広報番組
─────────────────────────────────
◎テレビ番組
￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣
a) 県民情報番組「ひょうご“ワイワイ”」
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￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣
兵庫県では、県民情報番組「ひょうご“ワイワイ”」をサンテレビで
放送しています。
最新の県政ニュースから、地域のホットな話題まで、県民情報盛りだ
くさんの30分間。
兵庫県広報専門員の米田裕美、吉田泰子の“ワイワイ（ＹＹ）コンビ”
で、テンポ良くお送りしています。
県内の特産品などが当たるプレゼントクイズもあります。ぜひご覧く
ださい。
【番組名】県民情報番組ひょうご“ワイワイ”
【放送予定日】10月30日（日）10:00～10:30
（再放送：10月31日（月）18:30～19:00）
【放送局】サンテレビ
★シリーズ企画「米田裕美 神戸マラソンへの道」第6弾では、大会
当日にランナーを海から応援する取り組みを紹介。また緑のマッチ
棒で美しい東日本のオブジェを完成させるマッチチャリティーの準
備の様子などを取材します。
連続企画「ご当地グルメ」コーナーでは、「高砂にくてん」を紹介。
「ふるさと新発見」は太子町。聖徳太子ゆかりのスポットなどを訪れ
ます。
'゜★゜'・:*:.。.:*:・'☆。.:*:...:*★:・'゜:*:・'゜*;・'゜★゜':*:.。
□■番組PRポスターが県立施設等に掲示されています■□
→ http://web.pref.hyogo.lg.jp/ac02/yy.html#h01
さらに！ポスターとともに番組PRチラシを作成、駅や県立施設などに
設置しています。その中には、黒い但馬牛のシールを貼った「当たりチ
ラシ」があり、引き当てられた方には素敵なプレゼントを差し上げます♪
詳しくは、兵庫県広報専門員のブログ「ひょうごワイワイ plus+」の
8月22日（月）のブログをご覧ください。
→ http://ameblo.jp/hyogo-pr-officer/entry-10994084655.html
*:.。.:*:・'☆。.:*:...:*★:・'゜:*:・'゜*;・'゜★゜':*:.。。.:*:...:*
* ひょうごチャンネルで過去の「ひょうご“ワイワイ”」をご覧いただけます。
→ http://sites.google.com/site/hyogochannel/hyogowaiwai
b) 県提供テレビコーナー「ひょうごツウ」
￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣
【放送予定日】10月29日（土）
（サンテレビ週末お出かけ情報番組「おっ！サンなび」（12:00～12:55）

2011/10/28

11 / 12 ページ

の番組内のワンコーナー）
【放送局】サンテレビ
☆ 今回は「ふれあいの祭典 神戸ふれあいフェスティバル」の様子と、
10月1日～11月23日まで、ハーバーランドや県立美術館を会場に開催
される「神戸ビエンナーレ2011」の魅力を紹介します。
ぜひ、ご覧ください！
→ http://web.pref.hyogo.lg.jp/ac02/hyogotu.html

─────────────────────────────────
８ 広報課からのお知らせ
─────────────────────────────────
季節感と地域情報が満載のグラフ広報誌「ニューひょうご ごこく」
秋号を発行しました。
ひょうごの五国（摂津、播磨、但馬、丹波、淡路）の魅力あふれる情
報を、秋色の美しい写真とともにお届けします。
○年4回／季刊発行（5、7、10、1月）
○A4サイズ、44ページ、フルカラー
○1部300円、県内の主な書店で販売
○秋号の特集「ひょうご彩発見」のテーマ：「紅の世界」
→ http://web.pref.hyogo.lg.jp/ac02/nh.html
─────────────────────────────────
９ 県政へのご意見は「さわやか提案箱」まで
─────────────────────────────────
県政に関して抱かれている疑問や質問、意見などがございましたら、
「さわやか提案箱」までお寄せください。
県政推進の参考とさせていただきます。
→ http://web.pref.hyogo.lg.jp/sawayaka.html
─────────────────────────────────
10 編集後記
─────────────────────────────────
今秋、２つの大きなイベントが開催されます。
B-1グランプリ（11月12日、13日）と神戸マラソン（11月20日）です。
ともに、多くの参加者が集う全国的なイベントとなります。
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最近は、朝晩めっきり冷え込んでいますので、しっかりと体調管理
を行い、万全の状態で両イベントを楽しんで下さい。（YK）
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■「ひょうごさわやか通信」の登録変更・中止、バックナンバーの閲覧
は、以下のページからお願いします。
→ http://web.pref.hyogo.lg.jp/mailmaga/index.html
■「ひょうごさわやか通信」に掲載された記事の転載を希望される場合
は、広報課までご連絡願います。
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