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縁結びプロジェクトとは 
 
「縁結びプロジェクト」は、それまでの出会いイ

ベント（いわゆる「集団お見合い」）とは異なり、
県内１０カ所に置かれた「地域出会いサポートセン
ター」を拠点に、「はばタン会員」として登録した
方々に、１対１のお見合いを斡旋・仲介する仕組み
です。 
各センターには、お世話にあたるサポーターが配

置され、皆さまのご来所をお待ちしています。 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

はばタン会員 4 千人突破 

         成婚数 ３１組 
「縁結びプロジェクト」開始から１年余りで、会

員数は４千人を突破しています。 
これまでのプロフィールの閲覧件数は１万件を超

え、３，０１２組のお見合いが行われました。その
結果、約８４０組が交際を開始し、現在も約２２０
組が交際を続けています（うち、約９０組のカップ
ルは３ヶ月以上交際中）。 
成婚は、昨年５月に第１号が誕生してから現在ま

でに、３１組が結婚しました。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

未曾有の大災害となった東日本大

震災。半年が経過し、支援にも色々

なニーズが出てきています。今回は

被災者の方々への様々な支援をご紹

介します。 

   

縁結びプロジェクト 

       の１年 
 

 

青少年本部内の「ひょうご出会いサポ

ートセンター」では、平成２２年１２月

に「縁結びプロジェクト」をスタートし、

翌２３年２月から“お見合い紹介”を始

めました。 

今回はその実績と成果を報告します。 

  

【会員登録状況】（地域別）                                       （2月 29日現在）人 

区分 神戸 阪神南 阪神北 東播磨 北播磨 中播磨 西播磨 但馬 丹波 淡路 計 

男性  390 126  120 222 166 252  111 102 101  87 1,677 

女性 1,023 184 287 318 125 334  104  33  46  45 2,499 

計 1,413 310  407 540 291 586 215 135 147 132 4,176 

(年齢別登録状況) 

□ 年齢別にみると、男性は「35～39歳」が 33.5％で最も多く、次いで「30～34歳」が 21.2％、「40～44歳」
が 20.6％、「45～49歳」が 9.5％となっている。  

□ 女性は「30～34歳」が 33.2％で最も多く、次いで「35～39歳」が 30.7％、「20歳代」が 18.8％、「40～44
歳」が 11.9％となっている。  

 
【閲覧、お見合い実施、交際数】（地域別）                     （2月 29日現在） 

区 分 神戸 阪神南 阪神北 東播磨 北播磨 中播磨 西播磨 但馬 丹波 淡路 計 

閲 覧 2,826 877 904 1,926 1,405 1,836 771 429 547 457 11,978 人 

お見合い   891 165 314  538  195  550 198  40  66  55  3,012組 

交際開始   200  53  81  130   71  133  92  22  28  28    838組 

交際継続中    57  14  20   29   23   28  21   9   8  13   222組 

  

 

 

【成婚の状況】（地域別）                             （2月 29日現在） 

区 分 神戸 阪神南 阪神北 東播磨 北播磨 中播磨 西播磨 但馬 丹波 淡路 計 

成婚数 ９ ３ ３ ３ ３ １ ４ ２ ２ １ ３１組 

※お見合いを申し込んだ会員の登録しているセンターで計上 

 



 

 

～縁結びプロジェクトの１年～ 
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様々な出会いの機会 
 
 同センターでは、このほかにも様々な出会いの
機会を用意しています。 

① ① 法人会員や個人会員のための出会いイベント  
② 農山漁村部の男性と都市部の女性を対象にし

た「こうのとりの会」 
③ 「こうのとり大使」による出会いイベント 
④ 協賛団体による出会いイベント 

 
出会いイベントについては、随時ホームページ

でも発信していますのでご覧ください。 
「縁結びプロジェクト」「出会いイベント」とも

に、詳しくは、下記サポートセンターへお問い合
わせください。 

                               
                

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

「はばタン会員」になるには 
 

① 登録資格 
  結婚を希望する独身の方で、原則として県内在住 
  在勤または在学の方   
② 登録申請方法 
  必要書類を準備の上、各サポートセンターへ直
接、ご本人がお越しください（平日は必要ありませ
んが、土曜日は必ず電話予約してください）。 
③ 登録申請必要書類 
 ・登録申込書（各センターにあります。ホームペー
ジからもダウンロードできます。） 

・ 独身証明書（本籍地の市町村長が発行、３ヶ月 
                以内の発行に限る） 
・ 健康保険証  
・ 印鑑 
・ 写真２枚（①全身写真 L サイズ縦型 ②顔写真３ 

×４㎝ともに３ヶ月以内のもの） 
④ 登録料 ３，０００円 
 登録日から登録日の属する年度末まで有効。 

 

愛媛＆兵庫出会いコラボイベント第 2弾開催～神戸で素敵な出会いを～ 

「ひょうご出会いサポートセンター」では、年間 300回を超える婚活パーティー等出会いイベント
を実施し、独身男女の出会いの場づくりに取り組んでいます。 
昨年 11月には県境を越えた初の交流企画として、愛媛県とコラボし、縁結びのパワースポットめ

ぐりや宿坊座禅体験を通じた交流婚活パーティーを開催したところ、大変好評で、４組の交際カップ
ルが誕生しました。 

 
また、去る２月には、愛媛＆兵庫のコラボイベント第２弾として、 

神戸の観光スポットをめぐる宿泊つきの婚活パーティーを実施しま 
した。当日は極寒の中、参加者３１人が神戸港から「コンチェルト」 
に乗船してティークルーズ。船内では自己紹介やティータイムを楽 
しみました。その後、４人グループで旧居留地や南京町を散策し、 
１日目の終わりは「神戸ポートタワーホテル」でビュッフェパーテ 
ィーを催し、神戸の夜景を楽しみながら、ロマンチックな夜を過ご 
しました。 

 
２日目は北野異人館を巡り、北野工房でマッチ棒づくりの体験。

また、地元でもなかなか入ることができない、今をときめく「元日
本ハム ダルビッシュ有投手」のお父さんが経営する会員制外国人
スポーツクラブで最後の交流を終え、いよいよドキドキのマッチン
グタイム。新たに誕生した３組のカップルは再会を約束し、愛媛組
は兵庫組に見送られて帰途に着きました。 

                
                     

【問い合わせ先】 

 ひょうご出会いサポートセンター 

TEL 078-891-7415 FAX 078-891-7418 

 E-mail：hyogo.deai@seishonen.or.jp 

 http://www.seishonen.or.jp/deai/deai.html 
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２月１３日（月）、県内の子育て３ひろばが一同

に会し、「子育て３ひろば交流会２０１２」を開催
しました。 
「３ひろば」とは「まちの子育てひろば」「子ど

もの冒険ひろば」「若者ゆうゆう広場」の３つのひ
ろばのことです。地域ぐるみで子育て家庭を応援
し、子どもの成長段階に応じて活動する場や居場所
を提供しています。 
今回のテーマは「一人ひとりの個性を生かした広

場づくりをめざして」です。井戸知事のあいさつ（エ
ール！）のあと、清原理事の進行により、各ひろば
から２名ずつ、６名のパネリストの発表を中心に、
熱心な意見交換が行われました。 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 パネリストの方々からはそれぞれ、ひろば開設の
経緯やユニークな取り組みについての紹介があり、
その後会場の参加者も加わって白熱した議論が展
開されました。 
 各ひろばそれぞれの個性があり特色があり、いろ
いろなやり方で活動されていますが、共通している
ことは子どもたちのため、若者たちのために活動さ
れているということでした。 
 交流会は、子どもの育成に携わるひろば同士が交
流し、意見を交わす貴重な場となりました。 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
 

 

 

■平成２４年度上期助成事業決定 
｢ひょうご子ども・若者応援団｣では、さきに、平

成 24 年度上期に実施される事業を対象に公募しま
したが、このたび、下記 23 団体への助成を決定いた
しました。 

◆平成 24 年度上期助成事業一覧◆ 
地
域 

申請団体 事業名 

本
部 

NPO 法人 ｻｲｴﾝｽ夢協会 親子で DO! 

ﾎﾞｰｲｽｶｳﾄ神戸第 54 団 
日本ﾎﾞｰｲｽｶｳﾄ連盟神戸第
54 団 40 周年記念キャンプ 

多文化共生ｾﾝﾀｰひょうご 
多文化チャレンジ隊・多文
化・こうべ・まちあるき 

NPO 法人 緑の森自然キ
ャンプ協会 遊牧体験！！ﾋﾙｾﾞﾝｷｬﾝﾌﾟ 

阪
神
南 

ｶﾞｰﾙｽｶｳﾄ兵庫県第 7 団 ｽｶｳﾄまつりと集会体験 

西宮市子ども会協議会 野外活動 

ゆうきっこクラブ 
｢ゆうきっこｸﾗﾌﾞ｣夏の自然
体験冒険ｷｬﾝﾌﾟ～みんな仲
間だ!さあやろう～ 

阪
神
北 

ｶﾞｰﾙｽｶｳﾄ兵庫県第 86 団 
ｶﾞｰﾙｽｶｳﾄ兵庫県第 86 団発
団 30 周年記念ｷｬﾝﾌﾟ 

日米友好の桜寄贈 100 周
年事業実行委員会 

桜がつなぐ日米高校生の交
流ｲﾍﾞﾝﾄ 

一般社団法人宝塚青年会
議所 

第 38 回青少年ｾﾐﾅｰ 

東
播
磨 

ｶﾞｰﾙｽｶｳﾄ兵庫県第 71 団 
｢森で遊ぼう!｣自然体験ｷｬﾝ
ﾌﾟ 

明石 LD を考える会《Little 
Dolphin》 

ﾘﾄﾙ･ﾄﾞﾙﾌｨﾝ 夏ｷｬﾝﾌﾟ 2012 

NPO 法人 明石おやこ劇場 第 2 回 ﾌｧﾐﾘｰｷｬﾝﾌﾟ 
北
播
磨 

北はりま地域づくり応援
団 

夏休み 森のあそび場ひろ
ば 

かさい夢っ子ｸﾗﾌﾞ かさい夢っ子ｸﾗﾌﾞ 
中
播
磨 

BOY 自然体験教室 森の探検家 

社団法人 姫路青年会議所 
第 2 回わんぱく相撲姫路場
所 

西
播
磨 

山野里なんでも探検隊 
森のたからさがしと工作教
室 

西はりま 里っ子ｸﾗﾌﾞ 
西はりま里っ子ｸﾗﾌﾞ―じゃ
がいも栽培といきもの調査 

AIOI すみれ少年少女合唱
団 

｢こどもｺｰﾗｽ･ﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ in
いたみ｣練習及び出演 

但
馬 

やしろジッﾊﾞー 
すべり台作りと夏休み里山
まつり 

淡
路 

兵庫県青年洋上大学淡路
地区同窓会 

ﾌｨｯｼﾝｸﾞ＆ｸｯｷﾝｸﾞ体験教室 

 
問い合わせ先 
公益財団法人兵庫県青少年本部 企画調整部 

ひょうご子ども・若者応援団担当 
      TEL  078-891-7410  

  ※くわしくは当本部ホームページ 
  （http://www.seishonen.or.jp/）へ！ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

子育て３ひろば交流会 2012 
の開催 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ひょうご子ども・若者応援団 

 

 

 

「ひょうごユースケアネット・ 
ほっとらいん相談」 

専門スタッフが、ひきこもりの専門相談や、 

個々の相談に応じた専門機関の紹介の電話相
談を行っています。 
実施日時：月・水・金・土（週４回） 
     10:00～12:00  13:00～16:00 
     （祝日および年末年始を除く）
専用ﾀﾞｲﾔﾙ： 
０７８－９７７－７５５５（相談料無料） 



 
 

 

5 

 

 本年度、新たにスタートした「ひょうご青少年社会貢献活動認定制度」の理解を深めるために、『青少年・企業交
流フォーラム』を1月１４日（土）に、兵庫県民会館パルテホールで開催し、約１００人が参加しました。 
フォーラムでは、本事業を実施した団体の活動発表や参加した青少年の体験発表に続き、青少年・団体・企業の 

代表が「これからの青少年に必要な力」をテーマに会場の参加者を交えてのパネルディスカッションを行いました。 
 各パネリストは、「諦めない力（継続力）を身につけて」（企業代表、植垣智博氏・植垣米菓株式会社専務取締役）、
「チームで問題を解決できる共生力を身につけて」（団体代表、下前康夫氏・財団法人野外活動協会事務局長）、「若
者のパワーを社会に活かせる仕組みづくりを」（青少年代表、富岡美帆氏・県立大学PSS代表）、「企業は是非、同制
度に目を向けて」（西義人氏・同制度推進委員長）と力強く訴えました。 
 最後に、コーディネーターの速水順一郎氏（青少年団体連 
絡協議会会長・兵庫県子ども会連合会常務理事兼事務局長） 
が、「制度を社会に浸透させるための仕掛けをフォーラム参 
加者全員で今後創っていこう！」と呼びかけ、本フォーラム 
を終えました。 

 
  
 
 
青少年活動団体の活動を広く知ってもらうことや、青年がフェスティバルを通して、豊かな人間性、社会性を身に付
ける場とするため、１月２２日（日）御影クラッセ前広場にて『ひょうご青少年活動フェスティバル～発見！colorFULL 
BOX』を兵庫県青少年団体連絡協議会と共催で開催しました。 
当日は天候にも恵まれ、「和太鼓」「よさこいダンス」「エイサー」などの華やかなステージ発表（７団体）、「バルーン
アート」「似顔絵」「スライムづくり」などの出店ブース（１１ブース）、各ブースを回ると景品がもらえる「スタンプラ
リー」、「子どものあそび場」でのビンゴ大会などの楽しい催しを行いました。 
また、ワカモノヂカラプロジェクト（主催：NPO 法人生涯学習サポート兵庫）が「東日本大震災復興支援活動報告」
を大喜利という手法を用い、「これからできる支援活動の提案」など、観客を引きつける報告を行いました。観客の方か
らは、「ぜひ、若い人たちが今の気持ちを忘れずに継続した活動をしてほしい」との激励の声をいただきました。 
当日は約１，０００名の来場者があり、普段、青少年活動に馴染みの少ない多くの人々 に青少年活動がアピールでき、
青少年団体同士も交流を深めることができました。 

 

ひょうご青少年活動フェスティバル開催！ 
 

 

ひょうご青少年社会貢献制度 

青少年・企業交流フォーラム事業報告 
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■青少年施設だより■ 

第３９回兵庫・沖縄冬期友愛キャンプレポート 

いえしま自然体験センター便り 

 
 
 第３９回兵庫・沖縄冬期友愛キャンプが、平成２４年２月９日（木）～１２日（日）の３泊４日、但
馬及び神戸市内において開催されました。 
 この事業は、兵庫県・沖縄県友愛運動の一環として、両県の青年が郷土の歴史や文化の交流を通して
友愛の絆を深め、ふるさとへの誇りと愛着を育むとともに、郷土の発展に寄与するリーダーを養成する
ことを目的に実施しています。 
この友愛キャンプ、「夏は沖縄の紺碧の海で、冬は兵庫の白銀の 

世界で」が特徴の交流事業です。今回の冬は兵庫青年が沖縄青年 
を出迎え、ハチ北高原でのスキー研修と神戸市内での防災学習・ 
市内散策を行いました。 
  
雪を見るのが初めてという沖縄青年もいて、例年以上に積もっ 
た雪で、みんな大はしゃぎです。スキー研修では、初心者が多 
いにもかかわらず上達が早く、インストラクターの方が「今 
年はみんな上手で教えるのが楽だ！」と感心するほど。夜の交流会 
では、兵庫と沖縄の出し物が同じだった！という珍しい出来事も。 
最後は「島人ぬ宝」を合唱し大いに盛り上がりました。 
                       

沖縄戦終結時の県知事が兵庫県出身だったこと 
などから、沖縄返還後の昭和４７年に始まった両県 
の友愛運動。青年たちはこの歴史的意義をよく理解 
し、「素晴らしい事業なのに知らない人が多いのは 
もったいない。もっと広報活動を頑張ってほしい」 
との提言もありました。                      

    平成２４年度は４０回目を迎える友愛キャンプ。
記念すべき事業となり、今後に繋げていければと願
っています。 
  

 

 
いえしま自然体験センターでは、秋から早春にか

けて播磨灘で獲れる旬の魚介類を味わっていただ
く、味覚まるごと体験事業を展開しました。11 月は
底引き網漁船が獲った魚介類を水揚げして料理する
体験、１月には沖合の海苔網から自分で海苔を摘み
取って佃煮作り体験、２月にはヒジキを自分で摘み
取ってヒジキふりかけ作り体験、３月には播磨灘の
春到来を告げるイカナゴを使ったくぎ煮作り体験を
実施しました。もちろん、昼食には旬の魚介を使っ
た特別料理を味わって 

いただきました。特に 

２月は、姫路以外には 

ほとんど流通していな 

い県認証食品である「 

坊勢サバ」のしゃぶし 

ゃぶで参加者に大変喜 

んでいただきました。 
  
 
 
 

 また、この時期には、伴侶を探しておられる独身
の皆さんを応援するべく、出会いサポートの交流会
も行っています。出会いだけでなく、いえしま自然
体験センターならではの体験活動や味覚を味わっ
ていただく欲張りな企画となっており、１１月には
２組、１月には３組のカップルが誕生しています。 
平成２４年度も、新規事業の「いえしま諸島巡り

＆味覚体験」を始めとして魅力ある事業を展開して
いきますのでどうぞご参加ください。 

詳しくはホームページでご確認ください。 
 
問い合わせ先 

    いえしま自然体験センター 
TEL079-327-1508･1509 

http://www.shizen-ieshima.com/ 

※いえしま自然体験センターは、平成 24年度か
ら青少年本部を離れますが、今後も変わらぬ
ご愛顧をお願いいたします。 

 
 
  

http://www.shizen-ieshima.com/


 

7 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

●地方青少年本部だより● 

 

 

平成２１年から行っている「夏休み子ども木工教
室」が、８月１７日（水）に神戸市総合児童センタ
ーで開催され、今年も大盛況でした。 

この木工教室では、あえて県産の杉材を使用して

います。せっかくの機会ですので、工作を始める前

に、木材について考える時間を設けています。神戸

農林水産事務所の 

林業普及指導員の 

方から、「木と森」 

についてお話を伺 

い、子どもたちは 

木材をより身近に 

感じたようでした。 
 

  

 いよいよ、のこぎりや金づちなどの道具を使い、 

慣れない手つきで、椅子や本立てなどの自分の作品

を作っていきます。経験のないお父さんお母さんは

四苦八苦！神戸市子ども会連合会スタッフのご指導

により、親子で力を合わせてひとつの作品を作り上

げたときには満面の笑みでした。 

 ものづくりの楽しさ、親子のふれあい、何事にも

代え難い「夏の体験」となりました。 

 今年も夏休みに予定していますのでお楽しみに！ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
１１月１３日（日）、洲本市民広場にて、若者

ゆうゆう広場「ゆうゆうコモード広場」との共
催で「島っ子ＦＥＳＴＡ２０１１」を開催し、
約６，５００人の来場者がありました。 
  

 

チ  
 

 ５００人委員によ 

る綿菓子や５００人 

委員淡路連絡会によ 

る焼きそばなど、飲 

食関連のブースや子 

どもの向けの手作り 

教室などのブースで 

賑わいました。 

 また、ボランティアスタッフが来場者に東日本大震

災への募金活動を行い、日本赤十字社に義援金を送る

ことができました。 

 空高く晴れ渡った秋の一日、子どもから大人まで地

域の人々が集い、そこでの出会いや交流により子ども

たちや若者が元気になり、地域の活性化にもつながる

こととなりました。 

淡路青少年本部 

『島っ子ＦＥＳＴＡ２０１１』 
 
 

神戸事務部 

夏休み子ども木工教室開催！ 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

フェニックス共済 検索 

ステージには

６組の青少年団

体による音楽や

ダンスなどの発

表があり会場内

には１０団体の

ブース出展もあ

りました。 

あらゆる自然災害から「住まい」「家財」を守る 

フフフェェェニニニッッックククススス共共共済済済   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(公財)兵庫県住宅再建共済基金（兵庫県庁内） ℡078-362-9400(平日9時～17時) 
 フェニックス共済 検索 

阪神・淡路大震災の教訓を生かした 

兵庫県(条例)よる独自の制度 

 制度の概要 

区分 負担金 被害認定※ 給付金 

住宅再建共済 年額5,000円 半壊以上 最高600万円 

家財再建共済 年額1,500円 
床上浸水又は 
半壊以上 

最高50万円 

※ 市町が発行するり災証明書による被害認定 
 

フェニックスサポーター  
はばタン 

・現在、東日本大震災で被災し、県内に避難してきた 3 名が加
入促進員として普及啓発・加入促進活動に従事。 

・H23.9 の台風 12 号災害では、家財再建共済制度創設後、初
めて共済給付金を給付。 

 

「うちエコ診断」で快適なエコライフ！ 

 

 

 普段何気なく使っている光熱水費などを、うちエ

コ診断で見直してみませんか？専門の診断員がご

家庭のライフスタイルに沿ってアドバイス！ 

簡易診断はＷＥＢへどうぞ https://www.ecohyogo.jp/ 

 

 

 
 

☎ 078-371-7710 

【お申し込み・お問い合わせ】 
神戸市中央区東川崎町 1-1-3  

「ひょうごエコプラザ」 
☎ 078-371-7710 
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現在募集しています！ 賛助会員を募集しています 

 

賛助会費は税制面での優遇措置の対象になります。 

ご寄付いただいた方の名簿をホームページに掲載しています。 

次代を担う青少年を育成するために、ぜひ皆さまのご協力をお寄せください。 

[会費] 賛助会員（個人） 年額 1口   2,000円以上 

     賛助会員（法人） 年額 1口  10,000円以上 

  詳細は、兵庫県青少年本部、又は各地方青少年本部までお問い合わせください。 

賛助会員カードを呈示すると、以下の施設で入館料・入園料割引等の特典を受けることができます。 

◇施設 本人および同伴１名（神戸市立博物館は本人のみ）に団体割引料金適用 

◇兵庫県民会館レストラン・喫茶「ピッコロ」・理容室 本人のみに１０％割引 

◇県立兎和野高原野外教育センター レンタル料割引 

◆◆編集後記◆◆ 

・寒かったこの冬もようやく終わり、日射しも春めい
て来ましたね。冒頭の出会いサポートセンターでは、
個別お見合いや出会いイベントの登録を随時受け付
けています。人生の春を見つけに一歩を踏み出してみ
ませんか。登録お待ちしています。(K)                                

 
 
割引（例） 
ｺｰﾋｰ 300 円→270 円 

ｹｰｷｾｯﾄ 600 円→540 円 
（但し 11:00～14:00 除） 

TEL 078-362-2509 
（神戸市中央区） 

 

兵庫県庁２号館 

B1食堂「のじぎく」 

 
《特別展》 

日本の印象派・金山平三 
移りゆく時間の中で描く 

 日本の風景 
4 月 7 日(土)～ 

5 月 20 日(日) 
TEL 078-262-0901 
（神戸市中央区） 

 

兵庫県立美術館 

 
 

《ミニ企画展》 
みんなの福島 

3 月 3 日(土）～ 
      4 月 8 日(日) 
TEL 079-559-2001 

（三田市） 

兵庫県立 

人と自然の博物館 
 

 
《企画展》 

清盛と日宋貿易 
4 月 21 日(土)～ 

6 月 24 日(日） 
TEL 079-437-5589 

（播磨町） 

兵庫県立考古博物館 

 
《特別展》 
鶴林寺太子堂     

－聖徳太子と御法の 
   花のみほとけ－ 

4 月 14 日(土)～ 
6 月 3 日(日) 

TEL 079-288-9011 
（姫路市） 

兵庫県立歴史博物館 

 
《特別展》 

柳宗悦と丹波の古陶 
3 月 10 日(土)～ 

5 月 27 日(日) 
TEL 079-597-3961 

（篠山市） 

兵庫陶芸美術館 

《復興支援企画展》 

「3.11 の声  
    1.17 からの手紙」 

12 月 20 日(火)～ 
4 月 22 日(日)(予定) 

TEL 078-262-5050 
（神戸市中央区） 

人と防災未来ｾﾝﾀｰ 

 
《特別展》 

南蛮美術の光と影 
泰西王侯騎馬図屏風の謎 
4 月 21 日（土）～ 
         6 月 3 日(日） 

TEL 078-391-0035 
（神戸市中央区） 

 

神戸市立博物館 

現在募集しています！ 

■県立山の学校 

☆平成２４年度生徒追加募集 
①対 象 者 義務教育を終了した者で、寮での共同生活 

や体験活動のできる１５歳から２０歳（平成２４ 
年４月１日現在）までの県内在住男子 

②修学期間 入学日から平成２５年３月修了日までの期間 
③募集定員 若干名（定員２０名の範囲内） 
④募集期間 生徒数が定員２０名に達する日まで（ただし、 

平成２４年９月末日までの間） 
⑤授 業 料 無料（ただし、食費、寮生活費、教材費等の 

諸会費は、月額４万円～５万円が必要） 
 
問い合わせ先：0790-62-8088（県立山の学校） 
 

 

 

 

■県立神出学園 

☆１日交流体験及び神戸サテライトルームの参加者 

募集 

 対象 １５歳以上３５歳以下のひきこもり等の状態にある 
男女 

 内容 動物とのふれあい、スポーツ、ガーデニングなど 
 

  「1 日交流体験 神戸サテライトルーム」 

  ひきこもり等の状態にある男女の安心できる居場所とし
て兵庫県青少年交流プラザに開設 

   
問い合わせ先：078-965-1122（県立神出学園） 
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