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賛助会員募集のお知らせ
募集しています！編集後記

～特集～「ひょうご青少年社会貢献活動認定制度」本格始動

「ひょうご青少年社会貢献活動
認定制度」

青少年が、青少年団体や NPO 等の実
未曾有の大災害となった東日本大
施する社会貢献事業に参加した場合、そ
震災。半年が経過し、支援にも色々
の活動実績を公的に認定し、青少年はこ
なニーズが出てきています。今回は
の実績を就職試験等の際に活用する「ひ
被災者の方々への様々な支援をご紹
ょうご青少年社会貢献活動認定制度」を
介します。
推進しています。

兵庫県及び県青少年本部では、企業や社会が青少年を応援する仕組みとして「ひょうご青少年社会貢献活動
認定制度」を推進しています。昨年度は、青少年団体が行う９事業に参加した５８名の青少年に認定証を交付
し、一方で１３３の企業・団体等から、この制度へ理解・賛同を得たところです。
平成２４年度は、これを２１事業に拡充するとともに、さらに企業・団体等の賛同者を増やすこととし、多
くの参加者を得るため、現在募集を行っています。
【対 象 者】 県内在学又は在住の青少年（高校生から概ね 30 歳代まで）
【申込方法】 各事業実施団体へ直接お申し込み下さい。（P3 事業一覧に連絡先あり）
【申込期限】 ７月中旬頃

《制度のあらまし》
➊ 青少年団体等が実施する社会貢献事業(活動)のうち、この制度にふさわしい事業を県青少年本部が承認します。
➋ 青少年は、承認された事業(活動)に参加。
➌ 青少年本部は、実施団体からの報告に基づき、修了基準を満たした青少年に対して認定書を交付します。
➍ 青少年は、この認定証をもとに参画企業の就職試験等において、活動実績をＰＲし、企業は採用選考に活用で
きます。

「ひょうご子ども体験活動参加証」の発行について
本年度から、子ども（中学生以下）たちが体験
活動等へ参加するなかで、社会貢献への意識を高
めることを目的に、「ひょうご青少年社会貢献事
業」を実施する青少年団体等が行う体験活動に参
加した子どもに、「ひょうご子ども体験活動参加
証」を交付します。
【交付対象】県内在学又は在住の中学生以下
【交付方法等】
県青少年本部が承認した「ひょうご青少年社会貢
献事業」実施団体（１６団体）が行う体験活動に参
加した子どもに対し、同団体を通じて参加証を交付
します。子どもたちは、参加証にサインをもらい、
ダイヤモンドをめざします。
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～多様な活動主体と連携した協働事業の推進～

ひょうご青少年社会貢献事業（H24 年度）
社会貢献意欲のある青少年(県内在住・在学の大学生等)約２00 名募集
団体名

事業名称

事業内容

兵庫県子ども会連合
会

①子ども自然村冒険隊
②子ども自然村ﾌﾛﾝﾃｨｱ会
③小学生のための田舎生活
体験ｷｬﾝﾌﾟ支援ﾘｰﾀﾞｰ養成

野外活動ﾘｰﾀﾞｰとして、子ども募
集事業の企画運営(①②共通)
里山での自然体験活動と仲間づ
くりを支援するｷｬﾝﾌﾟの企画運営
子ども向け国際理解教育や日本
語を学ぶ外国人との交流会企画
運営

会議等=神戸市内
野外活動施設=豊岡市但東町
会議等=神戸市中央区
ｷｬﾝﾌﾟ=姫路市安富町

５名

078-221-4081

５名

078-754-8631

主に神戸市中央区

５名

078-241-7204

野外活動協会(OAA)

活動場所

募集人員

連絡先

神戸 YMCA

④国際ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ活動

JUON(樹恩)
NETWORK
関西中国地域ﾌﾞﾛｯｸ
ｴｺﾋｭｰﾏﾝ地域連携ｾﾝﾀ
ｰ(兵庫県立大学環境
人間学部内)
日本ﾎﾞｰｲｽｶｳﾄ兵庫連
盟

⑤森林(もり)の楽校(がっこ
う)運営・ｽﾀｯﾌ研修

里山保全、森林作業技術の取得及
び募集事業の企画・運営・指導

会議等=神戸市
里山活動等=宍粟市山崎町他

７名

090-7022-7222

⑥地域連携学生ﾘｰﾀﾞｰ支援ﾌﾟ
ﾛｸﾞﾗﾑ

自ら発案した地域ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ活動を
ﾁｰﾑで企画実施

各ﾁｰﾑの活動内容により決定

１０名

079-292-9409

各ﾎﾞｰｲｽｶｳﾄ兵庫連盟加盟団体
実施場所=県内各所
各ｶﾞｰﾙｽｶｳﾄ兵庫県連盟加盟団
体 実施場所=県内各所

078-333-1781

５名

078-891-7025

ニューいぶき

⑨地域社会への参加活動

神戸市西区井吹台

若干名

078-996-3569

ブナを植える会

神戸市：六甲山系、但馬地方：
養父市等

１０名

090-3166-9785

⑪⑫共神戸市北区山田町原野
みのたにｸﾞﾘｰﾝｽﾎﾟｰﾂﾎﾃﾙ敷地内
神戸市中央区
神戸市須磨区
神戸市中央区

各1名

078-583-1069

２０名
１０名
３０名

078-232-1509

みっくす

⑩豊かな自然の復元を願っ
て（自然保護活動）
⑪環境体験学習
⑫里山で遊ぼう！
⑬ｱｳﾄﾄﾞｱｻﾎﾟｰﾀｰ育成
⑭ﾕｰｽｻﾎﾟｰﾀｰ育成
⑮神戸市中高生ｸﾘｴｲﾄｸﾗﾌﾞ
⑯みっくす社会貢献（青少年
保育体験）

明石市

７名

078-924-5139

ﾅｼｵﾝ創造の森育成会

⑰森を元気にする活動

西宮市国見台

６名

0797-62-3498

生涯学習ｻﾎﾟｰﾄ兵庫

⑱ﾜｶﾓﾉﾁﾞｶﾗﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ
⑲発達障がい児ｷｬﾝﾌﾟ

各若干名

079-230-0661

神戸学園都市高塚山
を愛する会

⑳高塚山ﾊｲｷﾝｸﾞｺｰｽ復活整備
と森づくり

小・中学生のｽｶｳﾄを対象にｷｬﾝﾌﾟ
等企画・実施と地域奉仕活動
地域での活動のﾌﾟﾗﾝﾆﾝｸﾞの基本
を学び生かす
発達障がい児の地域行事参加を
支援するための活動等を実施
ブナ林・落葉広葉樹の植樹から育
樹
幼少学校向け環境学習ｻﾎﾟｰﾄ
地域の子ども向け環境学習ｻﾎﾟｰﾄ
募集ｷｬﾝﾌﾟの企画・運営
施設運営、ｲﾍﾞﾝﾄ等の企画･運営
中高生がｲﾍﾞﾝﾄ等事業企画・運営
幼児向けのｲﾍﾞﾝﾄ企画･運営や学
習支援等
森林保全活動の技術習得及び企
画・実施・指導
東日本震災支援活動を伝える等
ｷｬﾝﾌﾟの企画・運営等
ﾊｲｷﾝｸﾞ道整備及び森の再生活動
並びにそれらに関するｲﾍﾞﾝﾄ企
画･実施
夏と冬に家族対象にした募集ｷｬﾝ
ﾌﾟを企画・実施

５０名

ｶﾞｰﾙｽｶｳﾄ兵庫県連盟

⑦自然体験野外活動と地域
への奉仕活動
⑧様々な活動の企画力を高
める

６名

078-794-4362

若干名

078-891-7419

山田の里ｸﾞﾘｰﾝｸﾗﾌﾞ
こうべユースネット

兵庫県青年洋上大学
同窓会

21４０周年事業ｷｬﾝﾌﾟ

会議等=⑱神戸市⑲加古川市
活動=県内各地
神戸市高塚山周辺
会議等=神戸市中央区
夏=家島、冬=香美町

～青少年活動の現場から①～ 「OAA」・「ユースホステル協会」の巻
兵庫県青少年団体連絡協議会（通称：青団連）は、県内で活動する２２の青少年団体が、各団体の主体性
を尊重しながら相互に連携し、青少年活動を通じて青少年の健全育成を図るとともに、青少年が心身共に健
康に育つ環境づくりに取り込むことを使命に活動しています。
今回からシリーズで加盟団体の特色ある活動を紹介します。

OAA（財団法人野外活動協会）
日本の高度成長期、当時社会問題化していた勤労青少年の健全育
成、仲間作りを経緯にスタートしました。野外活動は魅力的な手段。
今日ではキャンプや余暇活動、グループ活動を通じ「明日の社会を
担う社会人の育成」に取り組んでいます。OAA はりまハイツは野外
活動のできる宿泊研修施設（定員約 100 名）で合宿、研修等にも活
用いただけます。夏休みにはご利用のピークを迎えます。
【OAA はりまハイツ】
問い合わせ先：〒650-0011 神戸市中央区下山手通４丁目１６－３兵庫県民会館８階
TEL078(754)8631 FAX078(754)8632
E-mail:czg03047@nifty.com

兵庫県ユース・ホステル協会
ユースホステルは、世界９０カ国に、4,000 ヵ所あり、野外旅行活動
を中心とした青少年の国際交流を行っています。満４歳から入会でき、
全国に７万人の会員がいます。小・中学生対象のキャンプや青少年・一
般が参加する歴史ハイキングなどの活動を行っています。
問い合わせ先：〒650-0011 神戸市中央区下山手通４丁目１６－３兵庫県民会館７階
TEL/FAX078(891)7330 E-mail:hyogoyh@nifty.com

【夏休み子どもキャンプ】
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インターネット等（親子）学習会
助成事業

青少年交流サロンココロンズ

携帯電話やパソコンのインターネットを利用した、
犯罪やトラブルに巻き込まれる青少年が増えていま
す。ネットの危険性を大人が知り、子どもに教えま
しょう。兵庫県青少年本部では、
「インターネット等
（親子）学習会」の開催に対する助成(上限30,000円)
を行っています。

「青少年交流サロン」とは、概ね１８歳から
３５歳までの若者が様々な活動の企画・運営を通して
・お互いの知恵を出し合って「ともに考え」
・お互いの能力や特技を活かして「ともにとりくみ」
・お互いの体験を通して「ともに育ちあう」
ための場として、県下に９つの青少年交流サロンを開
設しています。
ここに紹介する「ココロンズ」は、神戸近郊を中心
に活動している青少年交流サロンの１つで、学生や社
会人、スポーツに興味のある人や音楽・アートに興味
がある人など「枠にとらわれない」仲間づくりをし
ながら活動しています。

■助成対象事業
青少年が安全に安心して、携帯電話やパソコン
などのインターネットを利用できるように、その
利便性や危険性を知り、青少年を有害情報から守
る手立てなどについての学習会(参加者10名以上）
。
■助成対象団体
小・中・高等学校PTA、青少年団体、自治会、婦
人会、子育てグループ等の団体。
■助成金額
学習会の講師謝金、講師旅費、会場使用料につ
いて総額30,000円を上限に、当本部の予算の範囲
内で助成します。
■助成対象期間 平成２５年２月２８日まで。

主な活動
① 定例会 毎月第１木曜日 19:00～
青少年交流プラザ（県民会館７Ｆ）
さまざまな若者が集まって、活動についての話
し合いや、準備をしながら交流し、「枠にとらわ
れない」仲間づくりを行っています。

■助成申請方法
学習会の助成を申請しようとする団体は、学習
会実施１ヶ月前までに、助成金交付申請書を、郵
送か持参にて提出いただきます。
※

② Cocolons Collaboration Activity Market
(ｺｺﾛﾝｽﾞ ｺﾗﾎﾞﾚｰｼｮﾝ ｱｸﾃｨﾋﾞﾃｨ ﾏｰｹｯﾄ)
みんなで知恵や技術・知識を出し合い、お互い
に刺激を受けながら自分の価値観の幅を拡げる
ことを目的として、
◆アウトドアとクッキング→野外クッキング
◆音楽とクラフト→楽器を作ろう
など、あらゆるジャンルを組み合わせた活動を月
１回行っています！！
６月２３日（土）には、「神戸のなぎさで発見
WALK！！」を行いました。７月以降もいろんな
活動がめじろオシです。

申請書は兵庫県青少年本部のﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞからﾀﾞｳﾝ
ﾛｰﾄﾞするか、当本部にてお受け取りください。

問い合わせ先
公益財団法人兵庫県青少年本部 活動支援担当
http://www.seishonen.or.jp/ TEL078(891)7410

「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。

それぞれの「夢」や「やりたいこと」を持ち寄って、
みんなと一緒に活動しましょう！！
新たな「出会い」
「発見」
「学び」
「挑戦」を求めて、
あなたも一緒に「ココロンズ」を創っていきませんか。

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：

申込・問い合わせ先
公益財団法人兵庫県青少年本部 活動支援担当
子ども・若者サポーター

０７８－９７７－７５５５（相談料無料）

TEL 078-891-7410 FAX078-891-7418
E-mail:katsudoshien@seishonen.or.jp
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第４０回記念兵庫・沖縄友愛キャンプ参加者募集！
兵庫・沖縄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、郷土の発展に寄与する
リーダーを養成するため、本年度も８月２３日（木）～２６日（日）までの３泊４日、沖縄・渡嘉敷島を中心に開催される第
４０回記念兵庫・沖縄夏期友愛キャンプへの参加者を募集しています。
本年度は４０回記念として、両県の絆をさらに深めるため、記念植樹を行います。
○応募対象 兵庫県内に在住・在勤・在学する１８歳から３５歳までの青年
（高校生を除く）
原則として、冬期友愛キャンプ(2013 年2 月7 日(木)～10 日(日))
に参加できる方を優先します。
○参加費用 ５３，０００円
○募集定員 ３０名（応募者多数の場合は書類選考）
○申込方法 参加申込書に必要事項を記入のうえ、兵庫県青少年本部
友愛キャンプ担当まで郵送または持参してください。
（参加申込書は、HP：http://www.seishonen.or.jp
からもダウンロードできます。
）
○申込締切 ７月２０日（金）
＜H23 参加者の声＞
◆沖縄の人々の暮らしや人生観を知ることができた。
◆新しい出会いと交流がこんなにも楽しいものだったと強く感銘を受けた。
◆「絆」を得ることができた。人見知りが激しい自分が自ら積極的に話しかけ、成長した。

冒険ひろばのススメ

神戸女子大学家政学部准教授 梶木典子

兵庫県では、平成１５年度から「自分の責任で自由に遊ぶ」ことを基本とした「冒険
ひろば」事業を継続的に実施しており、その遊び場にプレーリーダーを配置することに
力を注いでこられました。この全県的な取り組みは、他府県に類をみない実績を積んで
いるといえます。
このたび、冒険ひろばをPR する素敵なDVD が完成しました。このDVD は将来教員に
なることを希望する大学生に、県内の冒険ひろばでプレーリーダーとして関わることを
推奨するために作られました。
大学生が、
「プレーリーダー」として、子どもの本質の部分と付き合える遊びの現場に
関わることは、それによってしか得ることのできない「子ども観」
「遊び観」を醸成する
有用な体験となります。このことは、子どもに向き合い芯のある教員になるためには、とても重要なことです。プレー
リーダーとして「子どもの『やりたい！やってみたい！』という気持ちを大切にするために、大人ができることって何
だろうか？」と考える、そういう機会を学生時代に得ておくことは、将来教員を志望する学生だけでなく、誰にとって
も貴重な財産になるはずです。
さらに、今の学校現場は地域との連携が欠かせません。地域住民によって運営されている冒険ひろばのような現場に
関わることにより、地域の人々の思いを知り、一緒に活動していくために大切にしなければならないことを、体験をと
おして気づき、獲得していって欲しいと思います。
兵庫県内には、多くの冒険ひろばがあります。１箇所の冒険ひろばに継続的に参加し、そこに遊びに来る子どもたち
と関わり続けるのも良いでしょう。多様な現場を経験し、地域による違いを感じ、多様性を感じるのも良いでしょう。
体験する方法は、いろいろあります。まずは、このDVD を見て、行ってみた
い冒険ひろばに行ってみましょう。そうすれば、必ず次の素敵な出会いが待
っています。

冒険ひろばDVD「求む！プレーリーダー」が完成しました。ご希望の方は送付
先を明記のうえ１４０円切手を同封して兵庫県青少年本部企画・情報担当まで
5

●地方青少年本部だより●
阪神北青少年本部

また、事前に寄せられたタカラジェンヌへの質問
の中から、選ばれた子どもたちが客席から直接質問
し、普段聞く事のできないタカラジェンヌのお話も
聞くことができ、とても喜んでいました。その後、
素晴らしい舞台芸術、宝塚歌劇月組公演「エドワー
ド８世」「Misty Station」を鑑賞し、その感動にふれ
ました。
「これからもぜひ続けてほしい。
」という声を受け、
２４年度も開催しますので、ぜひご期待ください。

「こころ豊かにのびよう！のばそう！
ひょうごっ子」宝塚フォーラム
２月１９日、宝塚大劇場で「こころ豊かにのびよ
う！のばそう！ひょうごっ子」宝塚フォーラムを開
催しました。３歳から大学生までの子どもとその保
護者、約２，５００人が参加しました。夢を持ち、
それに向かって努力することの大切さを子どもた
ちに伝えようと、井戸敏三知事と宝塚歌劇団雪組組
長飛鳥裕さんと副組長麻樹ゆめみさんが「夢と絆」
をテーマにし
た対談を行い
ました。

はばタンも登場！

タカラジェンヌへ質問する子どもたち

北播磨青少年本部

中に飛び込んでいき、夢中になってボールを追いかけま
した。子どもたちは、
「泥の中は思ったより温かかった」
と大興奮。試合が終わる頃には全身泥だらけになり、ド
ラム缶風呂で汗と泥を落としました。
お昼は、やしろの森公園で収穫されたアイガモ米を使
ったカレーライスを食べて大満足。最後の表彰式では、
優勝チームには表彰状とお菓子のメダル、ヴィッセル神
戸観戦チケットの授与があり、参加者には「ひょうご子
ども・若者応援団」からの参加賞の配布と、最後にはお
楽しみ抽選会も実施するなど、盛りだくさんの内容とな
りました。
企画・運営は、地域の青少年ボランティアが中心とな
って行い、当日スタッフには兵庫教育大学の学生等 53
名が参加し、様々な年齢の方が一緒になって泥んこサッ
カーを作りあげることができました。
普段ではできない貴重な体験を通して、子どもたちも
ボランティアスタッフも交流を深めることができ、自然
のすばらしさや、人と人のつながりの大切さを感じた一
日となりました。

第１０回どろん子サッカー
～アイガモ CUPin やしろの森公園～
６月３日（日）
、県立やしろの森公園の田んぼでど
ろん子サッカー大会を開催し、今年度も定員を上回
る 91 名の応募があり、抽選で選ばれた 60 名の小学
生が参加しました。
初めて泥
の中に足を
踏み入れた
子どもたち
は、少しと
まどう様子
を見せてい
ましたが、
サッカーが
始まるとど
んどん泥の
あらゆる自然災害から「住まい」
「家財」を守る

フ
フェ
ェニ
ニッ
ック
クス
ス共
共済
済
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

フェニックスサポーター
はばタン
（概要）

制度の概要

区分
負担金
被害認定
給付金
負担金
被害認定※
給付金
住宅
半壊
年額半壊以上
5,000 円 最高600万円
最高 600 万円
住宅再建共済
年額5,000円
所有者
以上
床上浸水又は
マンション
半壊 万円
家財再建共済
年額1,500円
最高50
2,400 円
最高 300 万円
共用部分※１ 年額半壊以上
以上
※ 市町が発行するり災証明書による被害認定
床上浸水
家財
・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
又は
年額 1,500 円
最高
50 万円
※２
フェニックスサポーター
半壊以上
入促進員として普及啓発・加入促進活動に従事。
はばタン
・H23.9 の台風 12※１
号災害では、家財再建共済制度創設後、初
負担金・給付金とも住戸数をかけた額となります。
※２ 住宅と家財の両方に加入すれば、家財の負担金が最大 500 円
めて共済給付金を給付。
安くなります。
区分

フェニックス共済

検索

フェニックス共済|
(公財)兵庫県住宅再建共済基金
(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)

℡.078-362-9400(平日
9:00～17:00)
検索
フェニックス共済

検索
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クリーンアップひょうご
キャンペーン・ポスター
プレゼント実施中！
桜川ミカ、森 清美、蒼空 守の
３人が、“ごみのない美しいま
ち”をめざしてがんばります。
抽選で 100 名様にポスターをプレゼントし
ます。下記WEB サイトからご応募ください。

http://www.eco-hyogo.jp/
クリーンアップひょうごキャンペーン推進協議会
事務局：(財)ひょうご環境創造協会

■青少年施設だより■
県立神出学園

～事業紹介～
県立神出学園は、不登校等を経験した青少年の
自立を支援する全国で唯一の県立の学舎として、
平成６年１０月に開設され、今年度で１８年目を
迎えます。
神戸市西区の雌岡山の麓、5.6 ヘクタールの広大
な緑豊かな敷地にチロル風の建物が建ち、ヨーロ
ッパの牧場のようなたたずまいを見せています。
この素晴らしい環境の中で、学園生たちは共同生
活による様々な体験活動を通して、自己の生き方
や進路を探しています。
創立以来、約 500 人の修了生たちは、学園の仲
間やスタッフに支えられ、共に学び合う中で心身
の元気を取り戻し、それぞれの道へ旅立っていき
ました。
このように神出学園では、命の大切さを知り、
人としてのあり方、生き方を学び、豊かな人間関
係を築く力をつけられるよう支援しています。

県立山の学校

問い合わせ先
県立神出学園 TEL０７８－９６５―１１２２

「県立山の学校
開設２０周年記念事業」

県立山の学校は平成５年１月に開校し、１５歳 １
から２０歳までの青少年を対象に、自然の中での
体験活動と寮での共同生活を通して、よりよい人
間関係を育みながら、たくましく生きる力を培い、
進路実現にむけて「元気・やる気・自信・笑顔」
づくりに取り組んできました。平成２４年度は開
校２０周年を迎えることから記念事業を行いま
す。

２

記念式典・記念講演
修了生をはじめ地元関係機関・地域住民・県
関係者等を招いて式典を行います。
また、記念式典終了後には、魅力あふれ、人
生経験豊かな講師による、青少年を元気づける
講演会を行います。
日 時 平成２４年１１月１７日（土）
場 所 県立山の学校
講演者 高石ともや氏
記念冊子 「県立山の学校２０年のあゆみ」発行
知事・歴代校長・旧職員等による寄稿文や
グラビアなどにより、県立山の学校２０年を
振り返ります。
問い合わせ先
県立山の学校 TEL０７９０－６２－８０８８

１対１の個別お見合い紹介をします！

はばタン会員募集中！！
ひょうご出会いサポートセンター
神戸出会いサポートセンター
TEL(０７８)３８１－６８２０
阪神南出会いサポートセンター
TEL(０６)６４８１－７３７０
阪神北出会いサポートセンター
TEL(０７９７)２６－７３５１
東播磨出会いサポートセンター
TEL(０７８)９２０－９３３７
北播磨出会いサポートセンター
TEL(０７９５)３８－８０２２

中播磨出会いサポートセンター
TEL(０７９)２４０－７００５
西播磨出会いサポートセンター
TEL(０７９１)５８－１３１１
但馬出会いサポートセンター
TEL(０７９)６６２－７７０１
丹波出会いサポートセンター
TEL(０７９５)７８－９１３０
淡路出会いサポートセンター
TEL(０７９９)２４－２７１７
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賛助会費は税制面での優遇措置の対象になります。

現在募集しています！
賛助会員を募集しています

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

兵庫県立美術館
《特別展》
カミーユ・ピサロと印象派

－永遠の近代－
6 月 6 日(水)～
8 月 19 日(日)
TEL 078-262-0901
（神戸市中央区）

兵庫陶芸美術館
《特別展》
学芸員のまなざし
Curators×Collection
6 月 9 日(土)～
8 月 26 日(日)
TEL 079-597-3961
（篠山市）

兵庫県立
人と自然の博物館

兵庫県立考古博物館

《特別企画》
丹波の恐竜化石発掘
～６年間の軌跡～
4 月 28 日(土）～
平成 25 年 3 月 31 日(日)
TEL 079-559-2001
（三田市）

《企画展》
はかせからの挑戦状
古代人のデザインをさぐれ

7 月 20 日(金)～
9 月 2 日(日)
TEL 079-437-5589
（播磨町）

阪神・淡路大震災記念
人と防災未来ｾﾝﾀｰ

神戸市立博物館

《夏休みイベント》
防災未来学校 2012

《開館 30 年記念特別展》
国宝桜ヶ丘銅鐸の謎
に迫る
7 月 14 日(土)～
9 月 2 日(日)

～楽しく防災を学ぼう！～

7 月 21 日(土)～9 月 2 日(日)

TEL 078-262-5050

TEL 078-391-0035

（神戸市中央区）

現在募集しています！
■県立神出学園
☆１日交流体験の参加者募集
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(兵庫県民会館７階)
に開設

（神戸市中央区）

兵庫県立歴史博物館
《特別企画展》
江戸時代のペーパークラフト

－入江コレクションの
組上絵－

7 月 21 日(土)～
9 月 23 日(日)
TEL 079-288-9011
（姫路市）

兵庫県庁２号館
B1 食堂「のじぎく」
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）

■少年の主張兵庫県大会「中学生のメッセージ 2012」作品募集
日常の生活の中での心からの思いや考え、衝撃や感銘を
受けたことなどを作文にしてください。飾り気のない素直な表
現で“わたしの思い”をお寄せ下さい。
申込期限：平成２４年９月５日（水）
注意 地区大会を行う地域（東播磨・中播磨・但馬・淡路）
は締切日が異なります。詳細は各地方本部に、お早めにお問
い合わせください。

応募方法：A４版 400 字詰め原稿用紙（４枚程度）を各地方
青少年部に持参または郵送。
問い合わせ先：兵庫県青少年本部 活動支援担当

◆◆編集後記◆◆

問い合わせ先：078-965-1122（県立神出学園）

・須磨海岸のサンドアートに参加しました。昨年
は時期外れの台風で中止になりましたが、今年は
リベンジ！さわやかな潮風に吹かれながら、裸足
になって取り組みました。単なる砂遊びではな
く、子どもよりも大人の方が真剣！お城・クジ
ラ・ワニなど大作が続々と完成しました。(K)

■県立山の学校
☆夏の体験入学のご案内
平成２４年７月２９日（日）10:00～15:00
問い合わせ先：0790-62-8088（県立山の学校）
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