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・兵庫県公館『秋の特別公開』
但馬の人と自然 生誕100年「伊藤清永と淀井敏夫」展
■ 11月10日（木）～11月23日（水・祝）
・佐用町金子集落「炭焼き体験ツアー」
■ 11月21日（月）から平成24年3月までの各週月曜から水曜まで2泊3日
・体験活動「岩田健三郎さんの木版画教室」～カレンダーをつくろう～
■ 12月10日（土）～12月11日（日）
３ 東日本大震災 被災地への支援等について
４ くらしに役立つアドバイス
５ 県政がわかる！ 今週の広報番組
６ 広報課からのお知らせ
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８ 編集後記

◎最近の県政の動き
￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣
広州での兵庫県観光プロモーション
（11月4日から7日、中国広東省）
→ http://web.pref.hyogo.lg.jp/governor/cate2_601.html
◎知事記者会見
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￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣
【日時】11月9日（水）15:00
【場所】記者会見室
【内容】キンボールスポーツチャリティカップ・宝塚2011全国大会
平成23年度コウノトリ翔る但馬まるごと感動市の開催
大丹波の魅力発信「東京・大阪キャンペーン」の実施
ほか
→ http://web.pref.hyogo.lg.jp/governor/cate3_603.html

─────────────────────────────────
１ 県政ニュース
─────────────────────────────────
(1) 「地域力創造セミナーinひょうご」の開催
￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣
地域の置かれている現状や地域力を高めるための方策や、Facebook、
Twitterなどのソーシャルメディアを、地域活動にうまく活用している
事例や最新の動向について紹介し、行政、企業・地域間連携の活性化、
県民生活の向上の可能性を探ります。
【日時】 11月25日（金）13:30～16:30（開場:13:00）
【場所】 ラッセホール5階 サンフラワーの間
（神戸市中央区中山手通4-10-8）
【講演内容】
○第1部「地域力を高める！」
講師：総務省自治行政局地域自立応援課長 牧 慎太郎 氏
○第2部「私を変えたフェイスブック」
講師：兵庫県町村会 会長（兵庫県 多可町長） 戸田 善規 氏
【参加料】 無料
【定員】 80人（先着申し込み順）
【問い合わせ】 兵庫ニューメディア推進協議会事務局
（兵庫県産業労働部新産業情報課内）
〒650-8567 神戸市中央区下山手通5-10-1
電話：078-362-3054、FAX：078-362-4466
E-mail：madoguchi@hnmpc.gr.jp
→ http://www.hnmpc.gr.jp/bosyu/gyosei/
(2) 「ピッコロ演劇学校・舞台技術学校」＜オープンキャンパス＞
開催と参加者募集
￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣
ピッコロシアターでは、青少年の自由な創造活動の拠点として、多彩
な自主事業に取り組んでいます。
このたび、ピッコロ演劇学校および舞台技術学校のオープンキャンパ
スを開催しますので、演劇や舞台技術に興味をお持ちの方は、普段の授
業を見学・体験できるこの機会に、ぜひご参加ください。
a.ピッコロ舞台技術学校オープンキャンパス＜軽音楽ライブ実習＞
￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣
【日時】 12月10日（土）18:40～20:40
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【内容】 学校生が美術・照明・音響の各コースに分かれて、バンド演
奏者とのリハーサルを重ねながら、ライブを模擬上演するま
での実習過程を一般の方に公開します。
また、バックステージツアーも開催し、普段見ることのでき
ない舞台裏、奈落（ならく）などもお見せします。
b.ピッコロ演劇学校オープンキャンパス＜体験入学＞
￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣
【日時】 平成24年1月14日（土）14:00～16:30
【内容】 演劇学校で普段行っている基礎訓練から、身体表現のレッス
ンまで、現役の演劇学校生と一緒になってゲームを交えなが
ら、演劇体験。
あわせて、入学をお考えの方向けに学校概要の説明会も実施。
* 以下は共通
【会場】 ピッコロシアター 大ホール
【参加費】 無料（要事前申込、先着50名、高校生以上）
* 電話・FAX・公式ホームページから、住所・氏名・年齢・
参加希望日をお知らせください。
【申し込み・問い合わせ】 県立尼崎青少年創造劇場（ピッコロシアター）
〒661-0012 尼崎市南塚口町3丁目17番8号
電話：06-6426-1940、FAX：06-6426-1943
→ http://hyogo-arts.or.jp/piccolo/
(3) 「ひょうごチャレンジプロジェクト2011（後期）」
ビジネスプラン募集
￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣
中小企業支援ネットひょうご（(公財)ひょうご産業活性化センター他
15機関）では、創業・第二創業、経営革新に取り組む中小企業等を支援
するため、「ひょうごチャレンジプロジェクト」を実施しています。
今回、平成23年度後期のビジネスプランを募集します。
【概要】 ビジネスプランを公募し、選考によりマーケットで発表機会
を提供するとともに、「チャレンジ企業」に認定して支援する。
【主な内容】
(1) 「第16回ひょうご・神戸チャレンジマーケット」でのビジネスプラン発表
銀行・信用金庫・証券会社・保険会社等の金融機関、ベンチャー
キャピタル（投資ファンド）、一般企業等の前で、資金調達や販
路開拓等のためのビジネスプランの発表機会を提供。
また、発表企業ごとに個別商談のスペースも設置。
○日時： 平成24年3月1日（木）・2日（金）両日とも13:00～17:00（予定）
○会場： ビジネスプラザひょうご ホール
（神戸市中央区雲井通5-3-1 サンパル7階）
(2) 「チャレンジ企業」への認定と各種支援メニューの利用
マーケットでの発表企業のうち、県内に主たる事務所を有するも
のを「チャレンジ企業」に認定、ビジネスプランの実現に向けて
幅広い支援を実施。
【募集期間】12月16日（金）まで
【参加費】 無料
【申し込み・問い合わせ】 ひょうごチャレンジプロジェクト運営委員会 事務局
(公財)ひょうご産業活性化センター 経営強化部 新事業課内

2011/11/11

4 / 9 ページ

〒651-0096 神戸市中央区雲井通5丁目3-1 サンパル6階
TEL：078-230-8110、FAX：078-230-8165
E-mail：shinjigyo@staff.hyogo-iic.ne.jp
→ http://web.hyogo-iic.ne.jp/jigyo/page_1476.html
─────────────────────────────────
２ おでかけガイド
─────────────────────────────────
(1) 兵庫県公館『秋の特別公開』
但馬の人と自然 生誕100年「伊藤清永と淀井敏夫」展
￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣
生誕100年を迎えた但馬出身の洋画家「伊藤清永」と彫刻家「淀井敏夫」
の作品展を行うとともに、「山陰海岸ジオパーク」の世界ジオパークネッ
トワーク加盟認定をパネル展示等によりPRします。
【開催期間】 11月10日（木）～11月23日（水・祝）* 期間中無休
【開館時間】 10時～16時
【観覧料】 無料
【概要】
(1) 但馬出身の芸術家「伊藤清永」と「淀井敏夫」の作品展
豊岡市出身の洋画家「伊藤清永」と朝来市出身の彫刻家「淀井敏夫」
の生誕100周年を記念し、約30点の作品を展示
(2) 但馬の自然美「山陰海岸ジオパーク」コーナー
世界ジオパークネットワーク加盟認定をパネル展示等によりPR
(3) 「兵庫県公館」一般公開
期間中はどなたでもご覧いただけます。
また、平日には11時と14時に「公館ツアー」（当日受付：20分程度、
公館迎賓館部門（3階）のガイドツアー）を行います。
なお、団体（10名以上）については、随時事前予約を受け付けています。
→ http://web.pref.hyogo.lg.jp/ac01/ac01_000000026.html
(2) 佐用町金子集落「炭焼き体験ツアー」
￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣
矢原山ホタルむらでは「自然や生き物にやさしい長寿のさと」を目指
し、さまざまな活動を行っています。今回は、今年完成した炭焼き窯を
使って「炭焼き体験ツアー」を実施します。
ツアーを通して、自然や生き物とのふれあいをお楽しみください！
【開催期間】 11月21日（月）から平成24年3月までの各週、
月曜日から水曜日までの2泊3日
【体験内容】 炭づくり（原木の伐採、釜入れから釜出しまで全工程を体験）
燻製づくり、きのこの植菌 など
【募集人員】 5名から10名
【参加費用】 15,000円／人
【申し込み・問い合わせ】 矢原山ほたる村
電話：090-1138-6121（大西代表）、090-1903-6263（福井サポーター）
FAX：0790-87-0286
* 参加希望日程の1週間前までに、ご連絡をお願いします。
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→ http://www.hnpo.comsapo.net/weblog/myblog/583/36996#36996
(3) 体験活動「岩田健三郎さんの木版画教室」～カレンダーをつくろう～
￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣
木版画の基礎を楽しく学び、集まった仲間と新しい年のカレンダーを
作ってみませんか？
ご家族やお友達をお誘いあわせの上、ぜひご参加ください。
【日時】
【場所】
【対象】

12月10日（土）・11日（日）両日とも10:00～15:00
県立こどもの館 1階多目的ホール
県内在住の今年度6歳になる幼児、小・中・高校生、一般の
方で両日参加が可能な方
* ただし、小学3年生以下は保護者の同伴が必要
【定員】 50名 * 同伴の保護者は除く
【材料費】 500円
【持ち物】 彫刻刀、筆記用具、新聞紙、フエキのり、小型プラスドラ
イバー（2mm穴）、昼食用弁当、飲み物
【申込方法】
郵送・FAXまたは同館ホームページのお申し込みフォームから
* 申し込みフォーム https://e-hyogo.elg-front.jp/uketsuke/dform.do?id=1316666208517
* 親子であっても1人ずつ参加申込書を提出してください。また同伴
の保護者の方で、作品づくりを希望される方も、別に参加の申し
込みをお願いします。
【締め切り】11月25日（金） * 先着順
【問い合わせ】 県立こどもの館 指導課 「木版画コース」係
〒671-2233 兵庫県姫路市太市中915-49
電話：079-267-1153、FAX：079-266-4632
→ http://kodomonoyakata.jp/
─────────────────────────────────
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) ひょうごまちづくりコンサルチーム（第3次）の派遣
￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣
東日本大震災の被災地における住民主体の復興まちづくりを支援する
ため、11月15日(火)から17日(木)まで、宮城県石巻市の市街地中心部へ
神戸まちづくり研究所から2名、他3名の計5名による「ひょうごまちづく
りコンサルチーム」（第3次）を派遣します。
(つづき)今回は、復興まちづくりのプロセスを住民と共有するため、
市民・民間支援団体を対象に、石巻市と協働でワークショップを実施します。
(2) 第11回 兵庫県ボランティアの派遣
￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣
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ひょうごボランタリープラザでは、11月3日から6日（日）の間、宮城
県亘理郡山元町に災害ボランティアを派遣しました。
山元町では、ボランティアの数が減少しており、冬を迎える前に泥出
し等を完了するため、山元町災害ボランティアセンターから支援要請が
あり、今回の派遣に至ったものです。
→ http://ameblo.jp/hyogo-vplaza/entry-11068814511.html
(3) ヴィッセル神戸からボランティア支援用品(ビブス)の提供
￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣
プロサッカークラブ・ヴィッセル神戸から、被災地でのボランティア
活動に役立ててほしいと、（株）アシックスと協力し、支援用品として
ビブス100着がひょうごボランタリープラザに寄贈されました。
同プラザが実施する東日本大震災災害ボランティアバスにおいても、
被災地での活動時に着用します。
* ビブス：ユニホームなどの上に着るベスト状のもの
→ http://ameblo.jp/hyogo-vplaza/entry-11065629068.html
(4) 東日本大震災災害対策支援本部の今後の対応について
￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣
東日本大震災から7か月余が経過し、本県からの職員派遣も、現地への
短期派遣から、中長期の派遣を基本として、専門的な課題に応じた形で
の職員派遣に移行します。あわせて、10月末をもって現地支援本部を撤
収しました。
県と県内各市町から中長期派遣している職員から現地連絡員を選任し、
被災地と本県との連絡調整にあたることとします。
(5)兵庫県からの職員派遣状況
￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣
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。
これまでに、のべ6,949人（11月4日(金)現在）を派遣しています。
→ http://web.pref.hyogo.lg.jp/contents/000191345.pdf （26.6KB）
─────────────────────────────────
４ くらしに役立つアドバイス
─────────────────────────────────
◎ 投資用マンション等の執拗な勧誘トラブル倍増
強引な勧誘に規制強化！！
￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣
ここ数年、兵庫県内の消費生活相談窓口には投資用マンション等の勧
誘トラブルに関する相談が年々増加しています。2011年度（4-8月）は
102件で、2010年度同期55件の約2倍に達しています。
勧誘方法は、電話勧誘によるものが8割を占め、半数近くが職場への電
話です。「断ったのに何度も電話がかってくる」「断ったら脅された」
「とにかく一度会おう」等、執拗な勧誘に関する相談が8割近くを占め、
なかには13時間も勧誘されたケースもあります。
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このようなマンション勧誘が全国的に問題となり、宅地建物取引業法
施行規則が改正され、10月1日から、悪質な勧誘に対する規制が強化され
ました。執拗な勧誘には毅然とした態度で対応しましょう。
【問い合わせ】
県立健康生活科学研究所生活科学総合センター
電話：078-302-4028
→ http://web.pref.hyogo.lg.jp/press/press_ac021_00010504.html

─────────────────────────────────
５ 県政がわかる！ 今週の広報番組
─────────────────────────────────
◎テレビ番組
￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣
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】11月13日（日）10:00～10:30
（再放送：11月14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7弾では、大会当日
のスタートセレモニーで演奏・合唱を披露する地元中高生の練習の様
子を取材します。沿道でランナーを励ますユニークな応団も登場します！
連続企画「ご当地グルメ」コーナーでは「加古川かつめし」を紹介。
「ふるさと新発見」は丹波市。紅葉がこれから見ごろを迎える「丹波
もみじ三山」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。
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→ http://sites.google.com/site/hyogochannel/hyogowaiwai
─────────────────────────────────
６ 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」
秋号が好評発売中です。
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
─────────────────────────────────
７ 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
─────────────────────────────────
８ 編集後記
─────────────────────────────────
朝夕段々と寒くなり、冬の到来を感じさせます。冬と言えば鍋。鍋と言
えば牡蠣。去年は３回牡蠣鍋をしましたが、今年も今から楽しみでなりま
せん。これまで広島と宮城の二大産地に住みましたが、赤穂の牡蠣にこれ
程の実力があったとは・・・。お見それしました！（MO）

╋━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━╋
■「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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