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ひょうご青少年憲章
１　自分を大切にし、自らを律し、行いに責任をもって生
きていこう

２　ふれあいを深め、正義感をもち、社会を担う一人とし
て生きていこう

３　人の痛みや喜びを感じあえる心をもって生きていこう
４　多様な人々の存在を受け入れ、ともに支えあって生き
ていこう

５　自然を愛し、生命を尊び、みえない世界にも襟を正し
て生きていこう

６　先人に学び、明日に夢をえがき、勇気をもって未来を
拓いていこう
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お知らせ掲示板

　ボーイスカウトは小学1年生から25歳までの一貫教育で、
子供達が自発活動により、社会に奉仕できる能力と人生に
役立つ技能を体得できる教育を目的としています。世界
170の国と地域で約
4000万人のスカウト
が活動しており、国際
交流・協力や環境教育
にも積極的に取り組ん
でいます。ぜひ一度体
験をしてみませんか！！
お待ちしています。

第24回カブラリー（令和元年11月4日）

12

雑記帳
○県立神出学園の新学園長に元名寄市立大学教授の小林
宏先生が就任されました。
○こどもの館は修繕工事のため、今年度後半から入館がで
きなくなります。業務は引き続き行いますので、詳しくはこ
どもの館にご確認ください。
○兎和野高原野外教育センターは施設改修のため、9～12
月（木の殿堂は8月中旬より1か月）の間、休館を予定して
います。詳しくは同センター（☎0796-94-0211）まで。

「人とつながるオフラインキャンプ2020」
～ネットの使い方を見直してみませんか？～
オリエンテーション　8月23日（日）
本キャンプ　9月20日（日）～22日（火・祝） 2泊3日
フォローアップキャンプ　11月22日（日）

日 程

神戸三田アウトドアビレッジTEMIL（三田市）ほか場 所
日常生活でのネット利用を見直したい県内在住の
青少年（小学5年生～18歳）、20名程度

対 象

10,000円程度参加料
8月10日（月・祝）募集締切
青少年本部企画部 ☎078-362-3142問い合わせ

参加者
募集

令和2年度下期「ひょうご子ども・若者応援団」
一般助成事業募集

　令和2年10月から令和3年3月末までに行われる、青少年の
健全育成を目的とした事業に助成します。

1団体 10万円まで助成金額
7月10日（金）～8月17日（月）募集時期
ひょうご子ども・若者応援団 ☎078-891-7410問い合わせ

助成

各地方青少年本部問い合わせ

少年の主張作品募集
　心からの思いや感銘を受けたことなど、中学生らしい自由で
ユニークな発想をまとめた主張（作文）を募集します。
応募締切 中播磨 7月27日（月） 但　馬 8月7日（金）

西播磨 9月  2日（水） 丹　波 9月4日（金）
神　戸 9月  7日（月） 阪神南 9月7日（月）
阪神北 9月  7日（月） 北播磨 9月7日（月）
※東播磨、淡路の募集は終了しました。

作品募集 夏号

公益財団法人 兵庫県青少年本部

　不登校等の悩みを抱えている人の心の回復をお手伝いします。
中学を卒業した23歳未満の県内在住の男女対 象
8月末～9月上旬（予定）募集期間
県立神出学園 ☎078-965-1122問い合わせ

学園生
募集

「県立神出学園」
令和2年度追加募集（10月生）

　自然の中での体験活動や共同生活を通じて、自分発見をしてみませんか。
中学を卒業した15～20歳までの県内在住の男子対 象
9月末日まで募集期間
県立山の学校 ☎0790-62-8088問い合わせ

生徒募集 「県立山の学校」 生徒を追加募集

　館内で恐竜親子がお出迎え！　楽しい工作体験や恐竜絵本
コーナーを巡って、スタンプラリーに挑戦。かわいいバッチを
ゲットしよう！！　恐竜親子と記念撮影もできます。

8月29日（土）11時～15時、30日（日）11時～15時日 程

「県立こどもの館」
～森の探険隊～ 恐竜サマー！！

イベント
案内

わたしのおもい・ゆめ応募作品から（P.2特集①新型コロナウイルスに負けない）▶

「ひきこもりサポーター育成研修」
初級コース（1日、9月実施予定、70名程度）、
～ひきこもり支援に関心のある方など
中級コース（2日、10月実施予定、50名程度）、
～ひきこもり支援の実践者など

日程と対象

兵庫県民会館（神戸市中央区）場 所
8月以降（参加料、無料）募集時期
兵庫県青少年課 ☎078-362-3143問い合わせ

参加者
募集

兵庫県青少年団体連絡協議会に加盟する、県内で活動する
青少年団体を順次紹介します。
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新型コロナウイルスに負けない！

「こども夢のかけはし～だれかのために～」事業
エール動画配信、こどもマスクとどけ隊を結成
「こどもさくら絵本便」スタート

新企画「わたしのおもい・ゆめ」事業
幼児・小学生対象に作品を募集しました

ネットトラブル防止大作戦の展開

 

　青少年の育成環境で大きな問題となっているインターネット上の有害情報やトラブルから青少年を守るため、青少年
育成スクラム運動のネットワークを活用した県民運動を展開するとともに、関係機関・団体などと連携して「青少年のネッ
トトラブル防止大作戦」推進会議を設置し、効果的な取り組みを検討しています。

　兵庫県の少子化対策の一環として、ひょうご出会いサポートセンターでは、県内10か所の地域センター及び東京セン
ターを設け、結婚を希望する独身男女に1対1のお見合いの機会を提供しています。
　7月7日からご自身のスマートフォンでお相手選びができる「スマホ婚活」が始まりました。
　今までは、会員がセンターへ来所しないとできなかった「お相手のプロフィール閲覧」や
「お見合いの申込み」が、お持ちのスマートフォンで自宅に居ながらできるようになりました。
　さらに、来年1月（予定）からは、「複数お見合い」や「センター以外の場所でのお見合い」、
「お見合いの調整」を会員同士がスマートフォンで行えるようになるなど、ますます便利にな
ります。はばタン会員へのご登録をお待ちしています！

　県立こどもの館では、3月から工作や遊びについての自作動画の配信を始め、5月5日から「こど
も夢のかけはし～だれかのために～」事業をスタートしました。県内のアーティストや各種専門家、
高校生らのメッセージを動画に収録し、同館ホームページ（http://kodomonoyakata.jp/）「さ
くらクラブレター」内で配信しています。
　また、「こどもマスクとどけ隊」を結成し、手作りしたマスクを医療機関や高齢者などに届けたほ
か、宅配による絵本の貸し出しサービスを実施しています。「こどもさくら絵本便」として約5万冊
の蔵書を6冊セットに選り分け、期間30日以内として貸し出す事業で、絵本は図書消毒機で除菌し
てこん包し、申し込み者の送料負担で発送しています。
■問い合わせは同館（☎079-267-1153）まで。

　国が新型コロナウイルス感染症対策の基本方針を示した2月下旬以降、兵庫県青少年本部では各種事業を簡素
化または中止し、所管施設などを休業・休館するなど、感染の拡大防止に応じた対策を講じてきました。
　その一方、“新型コロナウイルスに負けない！”をテーマに子どもたちを応援する企画を展開しています。

　青少年本部では新企画として、子どもたちの夢や未来を応援する「わたしのおもい・ゆめ」事業を実施しました。新型コロナウイ
ルスの影響による外出自粛で高まった「学校に行きたい」「友だちに会いたい」といった気持ち、思い描く夢や希望する未来などを
作文や詩、絵画、工作、写真、動画などの手法で形にした作品を、幼児の部、小学校低学年の部、高学年の部の3部門に分けて6月末
まで募集しました。
　応募総数は100作品を超え、当本部で選考し、ホームページなどで紹介しました。また、採用者には図書カードをお贈りしました。
　作品に込められた思いや夢が伝わってきて、たくさんの元気をいただきました。多数のご応募ありがとうございました。

｢スマホ婚活」スタート（ひょうご出会いサポートセンター）

　青少年の安全・安心なインターネットの利用、ネットトラブルや
SNSを通じた犯罪被害などへの対応策を公募の小・中・高校生に
検討してもらうワークショップを開催します。新型コロナ対策とし
て、原則オンラインで実施します。

「ひょうごネットトラブル防止ワークショップ」の開催

　安全・安心なインターネット利
用について、家庭・学校・地域の
関係者が青少年とともに考え、
学び、取り組みの輪をさらに広げ
る機会とする全県大会を開催し
ます。

「スマホサミットinひょうご2020」の開催

　青少年のネットトラブル防止のための学習会に対して助成し、地
域・保護者らがルールづくりを支援する機運の醸成を図ります。

インターネット親子学習会の支援

＜時　　間＞　スマホより　大事にしてね　家族の時間
＜危　　険＞　危ないと　感じた時には　もう遅い
＜フィルタリング＞　考えて　守ってあげたい　親心
＜人間関係＞　その投稿　増える検索　減る友達

変更前

閲覧場所

事前予約

閲覧時間

プロフィール写真

閲覧制限

閲
覧（
お
相
手
の
検
索
）

センターのみ

必要
センター開所時
45分間
公開

お見合い申込み中は
閲覧不可 お見合い申込み中も閲覧可

センター

必要
センター開所時
45分間
公開

自宅

不要

時間制限なし

公開/非公開は選択

変更後（7月7日以降）

対　象 幼稚園・保育園の保護者会、
小・中・高校のPTA、青少年団体、県民など

助成額・件数 上限3万円、20件程度

開催日 12月13日（日）

場　所 兵庫県民会館

開催時期募集締切 8月20日（木） 9、10、12月

　インターネット利用のルールづくりなど、青少年のネット利用対
策に積極的に取り組む団体の活動事例を募集し、優秀団体には発
表動画を作成してもらい、ホームページに掲載します。

「青少年のインターネット利用対策活動事例」の募集

表彰時期募集時期 7～10月下旬 2月

「ひょうごスマホ宣言2020」

　日常生活でのネット利用を見直した
い県内の青少年を対象に、ネットから離
れて自然体験などを行うキャンプを実
施します。また、ネット依存の実態や回
避・予防策を研究し、広く啓発します。

「人とつながるオフラインキャンプ2020」の実施

対象者 日常生活でのネット利用を見直したい青少年

場　所 オリエンテーション：兵庫県民会館
オフラインキャンプ・フォローアップキャンプ：
神戸三田アウトドアビレッジTEMIL

開催日 オリエンテーション：8月23日（日）
オフラインキャンプ：9月20日（日）～22日（火・祝）、2泊3日
フォローアップキャンプ：11月22日（日）

募集案内はP.12へ▶

152251_journal_P0203
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新型コロナウイルスに負けない！

「こども夢のかけはし～だれかのために～」事業
エール動画配信、こどもマスクとどけ隊を結成
「こどもさくら絵本便」スタート

新企画「わたしのおもい・ゆめ」事業
幼児・小学生対象に作品を募集しました

ネットトラブル防止大作戦の展開

 

　青少年の育成環境で大きな問題となっているインターネット上の有害情報やトラブルから青少年を守るため、青少年
育成スクラム運動のネットワークを活用した県民運動を展開するとともに、関係機関・団体などと連携して「青少年のネッ
トトラブル防止大作戦」推進会議を設置し、効果的な取り組みを検討しています。

　兵庫県の少子化対策の一環として、ひょうご出会いサポートセンターでは、県内10か所の地域センター及び東京セン
ターを設け、結婚を希望する独身男女に1対1のお見合いの機会を提供しています。
　7月7日からご自身のスマートフォンでお相手選びができる「スマホ婚活」が始まりました。
　今までは、会員がセンターへ来所しないとできなかった「お相手のプロフィール閲覧」や
「お見合いの申込み」が、お持ちのスマートフォンで自宅に居ながらできるようになりました。
　さらに、来年1月（予定）からは、「複数お見合い」や「センター以外の場所でのお見合い」、
「お見合いの調整」を会員同士がスマートフォンで行えるようになるなど、ますます便利にな
ります。はばタン会員へのご登録をお待ちしています！

　県立こどもの館では、3月から工作や遊びについての自作動画の配信を始め、5月5日から「こど
も夢のかけはし～だれかのために～」事業をスタートしました。県内のアーティストや各種専門家、
高校生らのメッセージを動画に収録し、同館ホームページ（http://kodomonoyakata.jp/）「さ
くらクラブレター」内で配信しています。
　また、「こどもマスクとどけ隊」を結成し、手作りしたマスクを医療機関や高齢者などに届けたほ
か、宅配による絵本の貸し出しサービスを実施しています。「こどもさくら絵本便」として約5万冊
の蔵書を6冊セットに選り分け、期間30日以内として貸し出す事業で、絵本は図書消毒機で除菌し
てこん包し、申し込み者の送料負担で発送しています。
■問い合わせは同館（☎079-267-1153）まで。

　国が新型コロナウイルス感染症対策の基本方針を示した2月下旬以降、兵庫県青少年本部では各種事業を簡素
化または中止し、所管施設などを休業・休館するなど、感染の拡大防止に応じた対策を講じてきました。
　その一方、“新型コロナウイルスに負けない！”をテーマに子どもたちを応援する企画を展開しています。

　青少年本部では新企画として、子どもたちの夢や未来を応援する「わたしのおもい・ゆめ」事業を実施しました。新型コロナウイ
ルスの影響による外出自粛で高まった「学校に行きたい」「友だちに会いたい」といった気持ち、思い描く夢や希望する未来などを
作文や詩、絵画、工作、写真、動画などの手法で形にした作品を、幼児の部、小学校低学年の部、高学年の部の3部門に分けて6月末
まで募集しました。
　応募総数は100作品を超え、当本部で選考し、ホームページなどで紹介しました。また、採用者には図書カードをお贈りしました。
　作品に込められた思いや夢が伝わってきて、たくさんの元気をいただきました。多数のご応募ありがとうございました。

｢スマホ婚活」スタート（ひょうご出会いサポートセンター）

　青少年の安全・安心なインターネットの利用、ネットトラブルや
SNSを通じた犯罪被害などへの対応策を公募の小・中・高校生に
検討してもらうワークショップを開催します。新型コロナ対策とし
て、原則オンラインで実施します。

「ひょうごネットトラブル防止ワークショップ」の開催

　安全・安心なインターネット利
用について、家庭・学校・地域の
関係者が青少年とともに考え、
学び、取り組みの輪をさらに広げ
る機会とする全県大会を開催し
ます。

「スマホサミットinひょうご2020」の開催

　青少年のネットトラブル防止のための学習会に対して助成し、地
域・保護者らがルールづくりを支援する機運の醸成を図ります。

インターネット親子学習会の支援

＜時　　間＞　スマホより　大事にしてね　家族の時間
＜危　　険＞　危ないと　感じた時には　もう遅い
＜フィルタリング＞　考えて　守ってあげたい　親心
＜人間関係＞　その投稿　増える検索　減る友達
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閲覧制限

閲
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センターのみ

必要
センター開所時
45分間
公開

お見合い申込み中は
閲覧不可 お見合い申込み中も閲覧可

センター

必要
センター開所時
45分間
公開

自宅

不要

時間制限なし

公開/非公開は選択

変更後（7月7日以降）

対　象 幼稚園・保育園の保護者会、
小・中・高校のPTA、青少年団体、県民など

助成額・件数 上限3万円、20件程度

開催日 12月13日（日）

場　所 兵庫県民会館

開催時期募集締切 8月20日（木） 9、10、12月

　インターネット利用のルールづくりなど、青少年のネット利用対
策に積極的に取り組む団体の活動事例を募集し、優秀団体には発
表動画を作成してもらい、ホームページに掲載します。

「青少年のインターネット利用対策活動事例」の募集

表彰時期募集時期 7～10月下旬 2月

「ひょうごスマホ宣言2020」

　日常生活でのネット利用を見直した
い県内の青少年を対象に、ネットから離
れて自然体験などを行うキャンプを実
施します。また、ネット依存の実態や回
避・予防策を研究し、広く啓発します。

「人とつながるオフラインキャンプ2020」の実施

対象者 日常生活でのネット利用を見直したい青少年

場　所 オリエンテーション：兵庫県民会館
オフラインキャンプ・フォローアップキャンプ：
神戸三田アウトドアビレッジTEMIL

開催日 オリエンテーション：8月23日（日）
オフラインキャンプ：9月20日（日）～22日（火・祝）、2泊3日
フォローアップキャンプ：11月22日（日）

募集案内はP.12へ▶
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4 5

多様な活動主体と連携した協働事業の推進

令和2年度の事業計画

青少年の生きる力を育む先駆的な体験活動の推進
青少年が豊かな感性を育み、たくましく成長することをめざし、自然や地域社会の中で多様な体験や

世代間・地域間交流の機会を通じてふるさと意識の醸成を図ります。家庭、学校、地域などと連携し、青少年の健やかな成長に関する普及啓発や取り組みを推進します。

　中学生が日々の生活を通して感じたことや将来の夢、社会に対する提言な
どについて、各地域の代表が発表する全県大会を開きます。

少年の主張兵庫県大会の開催

　企業や団体などから提供される寄付金・物資などの多様な資源を青少年
活動に取り組む青少年団体・グループに提供する橋渡しを行い、地域ぐるみ
で青少年活動の活性化を図ります。
・企業・団体及び青少年団体等の募集、登録
・青少年団体等への支援（各種助成事業や物資等のマッチングなど）

｢ひょうご子ども・若者応援団」
事業の推進

　青少年団体・ＮＰＯ等が実施する社会貢献事業に参加した青少年の活動
実績を当本部が認定し、社会に貢献しうる次代の人材育成に取り組みます。

ひょうご青少年社会貢献活動
認定事業の推進

　複雑・深刻化する青少年問題に対応するため、関係団体らが一体となっ
て青少年の健全育成やＪＫビジネス対策をはじめとする非行・被害防止に
取り組みます。
　「青少年育成全県スクラム会議」、県内10地域で「青少年育成地域ス
クラム会議」を開催し、青少年の健全育成の方策、ＪＫビジネス対策をはじめとする非行・被害防止などを協議します。
また、「大人が変われば　子どもも変わる」キャンペーン、万引き防止対策、未成年者の飲酒・喫煙、薬物乱用防止活動
も引き続き進めていきます。

青少年を守り育てる
県民スクラム運動の展開

　身近な地域の大人が見守る中、子どもたちが安全・安心で自由に遊べる場であ
る「子どもの冒険ひろば」の運営団体を支援します。
　また、ひろばを支える人材の確保や情報発信、ひろば関係者の交流促進に取り
組み、地域に根ざしたひろば活動を推進します。

子どもの冒険ひろば事業の推進

＜子どもの居場所づくり交流会の開催＞
・開催時期：10月頃
・場　　所：神戸市内

＜ひろばリーダー研修の実施＞
・対　　象：各ひろばのスタッフや
 プレーリーダー、ひろば
 活動に関心のある者
・計画回数：延べ10回程度／年

　さまざまな地域の青年による「ふるさとづくり青年隊」を結成し、地域団体等と連携・協力して、地域の活性化や地域課
題の解決に向けた取り組みを通じて、青年のふるさとへの関心や地域貢献への意識を高め、将来の地域づくりの核となる人
材を育成します。

｢ふるさとづくり青年隊」事業の実施

【今年度 実施団体】
【新規】
【新規】
【新規】
【新規】
【新規】

NPO法人環境ユーイングてんま　（稲美町）
南あわじ市市吊り玉祭実行委員会　（南あわじ市）
瀞川平倶楽部　（香美町）
学生拠点プロジェクトin三田　（三田市）
淡河町地域振興推進協議会　（神戸市北区）

【新規】
【継続】
【継続】
【継続】
【継続】

考える人　（神戸市中央区）
はたらく、さよう。運営委員会　（佐用町）
佐治倶楽部　（丹波市）
播州いのべ～団　（加西市）
NPO法人里野山家　（三田市）

　青少年のふるさとを大切する心を養い、ふるさと意識の醸成を図
るため、青少年団体がそのノウハウを活かして企画・実施する“身近
な地域での社会体験”や“豊かな自然に触れる多様な体験”を行う
事業に助成します。

｢ひょうごっ子・ふるさと塾」事業の実施

開催日・場所

対　象
助成上限額

９月26日（土）、兵庫県民会館

地域団体等（自治会、まちづくり協議会など）

事業内容 ｢ふるさとづくり青年隊」と協働して、
課題解決などに取り組む地域団体・地域協議会等に助成します。

対　象 子どもの冒険ひろば
開設支援

助成額 年間12回以上
25～50万円

50万円（×2ヵ年）
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4 5

多様な活動主体と連携した協働事業の推進

令和2年度の事業計画

青少年の生きる力を育む先駆的な体験活動の推進
青少年が豊かな感性を育み、たくましく成長することをめざし、自然や地域社会の中で多様な体験や

世代間・地域間交流の機会を通じてふるさと意識の醸成を図ります。家庭、学校、地域などと連携し、青少年の健やかな成長に関する普及啓発や取り組みを推進します。

　中学生が日々の生活を通して感じたことや将来の夢、社会に対する提言な
どについて、各地域の代表が発表する全県大会を開きます。

少年の主張兵庫県大会の開催

　企業や団体などから提供される寄付金・物資などの多様な資源を青少年
活動に取り組む青少年団体・グループに提供する橋渡しを行い、地域ぐるみ
で青少年活動の活性化を図ります。
・企業・団体及び青少年団体等の募集、登録
・青少年団体等への支援（各種助成事業や物資等のマッチングなど）

｢ひょうご子ども・若者応援団」
事業の推進

　青少年団体・ＮＰＯ等が実施する社会貢献事業に参加した青少年の活動
実績を当本部が認定し、社会に貢献しうる次代の人材育成に取り組みます。

ひょうご青少年社会貢献活動
認定事業の推進

　複雑・深刻化する青少年問題に対応するため、関係団体らが一体となっ
て青少年の健全育成やＪＫビジネス対策をはじめとする非行・被害防止に
取り組みます。
　「青少年育成全県スクラム会議」、県内10地域で「青少年育成地域ス
クラム会議」を開催し、青少年の健全育成の方策、ＪＫビジネス対策をはじめとする非行・被害防止などを協議します。
また、「大人が変われば　子どもも変わる」キャンペーン、万引き防止対策、未成年者の飲酒・喫煙、薬物乱用防止活動
も引き続き進めていきます。

青少年を守り育てる
県民スクラム運動の展開

　身近な地域の大人が見守る中、子どもたちが安全・安心で自由に遊べる場であ
る「子どもの冒険ひろば」の運営団体を支援します。
　また、ひろばを支える人材の確保や情報発信、ひろば関係者の交流促進に取り
組み、地域に根ざしたひろば活動を推進します。

子どもの冒険ひろば事業の推進

＜子どもの居場所づくり交流会の開催＞
・開催時期：10月頃
・場　　所：神戸市内

＜ひろばリーダー研修の実施＞
・対　　象：各ひろばのスタッフや
 プレーリーダー、ひろば
 活動に関心のある者
・計画回数：延べ10回程度／年

　さまざまな地域の青年による「ふるさとづくり青年隊」を結成し、地域団体等と連携・協力して、地域の活性化や地域課
題の解決に向けた取り組みを通じて、青年のふるさとへの関心や地域貢献への意識を高め、将来の地域づくりの核となる人
材を育成します。

｢ふるさとづくり青年隊」事業の実施

【今年度 実施団体】
【新規】
【新規】
【新規】
【新規】
【新規】

NPO法人環境ユーイングてんま　（稲美町）
南あわじ市市吊り玉祭実行委員会　（南あわじ市）
瀞川平倶楽部　（香美町）
学生拠点プロジェクトin三田　（三田市）
淡河町地域振興推進協議会　（神戸市北区）

【新規】
【継続】
【継続】
【継続】
【継続】

考える人　（神戸市中央区）
はたらく、さよう。運営委員会　（佐用町）
佐治倶楽部　（丹波市）
播州いのべ～団　（加西市）
NPO法人里野山家　（三田市）

　青少年のふるさとを大切する心を養い、ふるさと意識の醸成を図
るため、青少年団体がそのノウハウを活かして企画・実施する“身近
な地域での社会体験”や“豊かな自然に触れる多様な体験”を行う
事業に助成します。

｢ひょうごっ子・ふるさと塾」事業の実施

開催日・場所

対　象
助成上限額

９月26日（土）、兵庫県民会館

地域団体等（自治会、まちづくり協議会など）

事業内容 ｢ふるさとづくり青年隊」と協働して、
課題解決などに取り組む地域団体・地域協議会等に助成します。

対　象 子どもの冒険ひろば
開設支援

助成額 年間12回以上
25～50万円

50万円（×2ヵ年）
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6 7

課題を抱える青少年への専門的な支援

令和2年度の事業計画

青少年活動の展開を支える基盤の充実
地域で青少年活動に取り組むリーダーを育成するため、多様な人材育成事業を展開します。不登校やひきこもりなど課題を抱える青少年の社会的自立を支援します。

新たな社会問題に即応する事業の推進
ネットトラブルの防止や若者の「未婚化・晩婚化」など、青少年を取りまく

新たな問題に積極的に取り組んでいきます。

　青少年の育成環境で大きな問題となっているインターネット上の有害情報やトラブルから青少
年を守るために、関係機関・団体等と連携して「青少年のネットトラブル防止大作戦」を引き続き
推進するとともに、青少年による主体的なルールづくりを支援するなど、県民運動を展開します。

青少年のネットトラブル防止大作戦の展開

　専門スタッフによる不登校やひきこもりをはじめ、青少年のための総合相談を電話で行うとともに、専門機関等で構成す
る支援ネットワーク「ひょうごユースケアネット推進会議」「兵庫ひきこもり相談支援センター連絡協議会」に参画します。

｢ほっとらいん相談」（青少年のための総合相談・ひきこもり専門相談）の実施

　次代を担う若い力を育成するため、青年洋上大学海外養成塾を隔年で
実施しています。今年度は、大学等への広報活動やリーダー養成のための
カリキュラムの検討など、次年度の開催に向けた準備を行います。
　■これまでの訪問先　H27.中国　H29.オーストラリア　R1.ベトナム

青年洋上大学海外養成塾に向けた準備

詳しくは特集ページへ

詳しくは特集ページへ

実施日時 月・火・水・金・土（除祝日）、10:00～12:00、13:00～16:00

　両県の相互理解や友情を深めるため、兵庫県を訪れた沖縄県の小中学生と本県の
小中学生による交流事業を実施します。

兵庫・沖縄青少年フレンドシップ事業の実施

場　所 姫路市内（予定）

交歓交流会 12月20日（日）

　兵庫・沖縄友愛運動の一環として、両県青年の友愛の絆を深める交流事業を行い、
ふるさとへの愛着を育み、郷土の発展に寄与する人材を養成します。

兵庫・沖縄青年リーダー交流事業の実施

開催日・場所 夏期：9月3日（木）～6日（日）、沖縄県（3泊4日）
冬期：2月11日（木・祝）～14日（日）、兵庫県（3泊4日）

参加対象 県内に在住、在学、在勤の18歳～40歳の青年

参加人数

　第16期こころ豊かな人づくり500人委員育成のため、地域の課題に応じた実践活動
を実施し、青少年育成活動を担う人材を養成します。

青少年サポートセミナーの開催（こころ豊かな人づくり500人委員育成事業）

実施主体 こころ豊かな人づくり500人委員育成事業実行委員会
(青少年本部、兵庫県、各地域500人委員会OB会、県青少年団体連絡協議会）

事業単位 2年（第16期は令和元・2年度）

委員数 249名

講座内容 基本講座（全県版・地域版　各2回）、実践講座（地域版　4回以上）、
教養講座（全県版・地域版　各4回以上）

電話番号 (078）977-7555（相談料は無料）

　はばタン会員として登録いただいた方に1対1のお見合い紹介を行う「ひょうご
縁結びプロジェクト」を実施します。
　また、「ひょうご出会いイベント事業」ではパーティ形式の出会いの場を提供し
ます。特に職場での出会いの機会が少ない女性専門職向けの出会いイベントを開
催します。出会い支援事業による昨年度の成婚数は135組となり、これまでの累
計は1725組となりました。
　昨年度から、県内10カ所の地域出会いサポートセンターをすべて日曜開所とし
たほか、今年度からはスマホを活用した新たなシステムがスタートします。

ひょうご出会いサポートセンター事業の推進

■ひょうご出会いサポートセンター
https://www.msc-hyogo.jp/　〒650-0011 神戸市中央区下山手通4-16-3兵庫県民会館3階
TEL: 078-891-7415　FAX: 078-381-6829

１対１のお見合いの
機会を提供します
ひょうご出会いサポートセンター
TEL（０７８）８９１－７４１５

神　  戸　TEL（０７８）３８１－６８２０
阪 神 南　TEL（０６）６４８１－７３７０
阪 神 北　TEL（０７９７）２６－７３５１
東 播 磨　TEL（０７８）９２０－９３３７
北 播 磨　TEL（０７９５）３８－８０２２
中 播 磨　TEL（０７９）２４０－７００５
西 播 磨　TEL（０７９１）５８－１３１１
但　  馬　TEL（０７９）６６２－７７０１
丹　  波　TEL（０７９５）７８－９１３０
淡　  路　TEL（０７９９）２４－２７１７
東　  京　TEL（０３）６２６２－３０３５
詳しくは、最寄りのセンターまで！

あいサポ会員、はばタン会員募集中！

②｢ひょうごネットトラブル防止
　ワークショップ」の開催
④｢スマホサミットinひょうご2020」の開催
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課題を抱える青少年への専門的な支援

令和2年度の事業計画

青少年活動の展開を支える基盤の充実
地域で青少年活動に取り組むリーダーを育成するため、多様な人材育成事業を展開します。不登校やひきこもりなど課題を抱える青少年の社会的自立を支援します。

新たな社会問題に即応する事業の推進
ネットトラブルの防止や若者の「未婚化・晩婚化」など、青少年を取りまく

新たな問題に積極的に取り組んでいきます。

　青少年の育成環境で大きな問題となっているインターネット上の有害情報やトラブルから青少
年を守るために、関係機関・団体等と連携して「青少年のネットトラブル防止大作戦」を引き続き
推進するとともに、青少年による主体的なルールづくりを支援するなど、県民運動を展開します。

青少年のネットトラブル防止大作戦の展開

　専門スタッフによる不登校やひきこもりをはじめ、青少年のための総合相談を電話で行うとともに、専門機関等で構成す
る支援ネットワーク「ひょうごユースケアネット推進会議」「兵庫ひきこもり相談支援センター連絡協議会」に参画します。

｢ほっとらいん相談」（青少年のための総合相談・ひきこもり専門相談）の実施

　次代を担う若い力を育成するため、青年洋上大学海外養成塾を隔年で
実施しています。今年度は、大学等への広報活動やリーダー養成のための
カリキュラムの検討など、次年度の開催に向けた準備を行います。
　■これまでの訪問先　H27.中国　H29.オーストラリア　R1.ベトナム

青年洋上大学海外養成塾に向けた準備

詳しくは特集ページへ

詳しくは特集ページへ

実施日時 月・火・水・金・土（除祝日）、10:00～12:00、13:00～16:00

　両県の相互理解や友情を深めるため、兵庫県を訪れた沖縄県の小中学生と本県の
小中学生による交流事業を実施します。

兵庫・沖縄青少年フレンドシップ事業の実施

場　所 姫路市内（予定）

交歓交流会 12月20日（日）

　兵庫・沖縄友愛運動の一環として、両県青年の友愛の絆を深める交流事業を行い、
ふるさとへの愛着を育み、郷土の発展に寄与する人材を養成します。

兵庫・沖縄青年リーダー交流事業の実施

開催日・場所 夏期：9月3日（木）～6日（日）、沖縄県（3泊4日）
冬期：2月11日（木・祝）～14日（日）、兵庫県（3泊4日）

参加対象 県内に在住、在学、在勤の18歳～40歳の青年

参加人数

　第16期こころ豊かな人づくり500人委員育成のため、地域の課題に応じた実践活動
を実施し、青少年育成活動を担う人材を養成します。

青少年サポートセミナーの開催（こころ豊かな人づくり500人委員育成事業）

実施主体 こころ豊かな人づくり500人委員育成事業実行委員会
(青少年本部、兵庫県、各地域500人委員会OB会、県青少年団体連絡協議会）

事業単位 2年（第16期は令和元・2年度）

委員数 249名

講座内容 基本講座（全県版・地域版　各2回）、実践講座（地域版　4回以上）、
教養講座（全県版・地域版　各4回以上）

電話番号 (078）977-7555（相談料は無料）

　はばタン会員として登録いただいた方に1対1のお見合い紹介を行う「ひょうご
縁結びプロジェクト」を実施します。
　また、「ひょうご出会いイベント事業」ではパーティ形式の出会いの場を提供し
ます。特に職場での出会いの機会が少ない女性専門職向けの出会いイベントを開
催します。出会い支援事業による昨年度の成婚数は135組となり、これまでの累
計は1725組となりました。
　昨年度から、県内10カ所の地域出会いサポートセンターをすべて日曜開所とし
たほか、今年度からはスマホを活用した新たなシステムがスタートします。

ひょうご出会いサポートセンター事業の推進

■ひょうご出会いサポートセンター
https://www.msc-hyogo.jp/　〒650-0011 神戸市中央区下山手通4-16-3兵庫県民会館3階
TEL: 078-891-7415　FAX: 078-381-6829

１対１のお見合いの
機会を提供します
ひょうご出会いサポートセンター
TEL（０７８）８９１－７４１５

神　  戸　TEL（０７８）３８１－６８２０
阪 神 南　TEL（０６）６４８１－７３７０
阪 神 北　TEL（０７９７）２６－７３５１
東 播 磨　TEL（０７８）９２０－９３３７
北 播 磨　TEL（０７９５）３８－８０２２
中 播 磨　TEL（０７９）２４０－７００５
西 播 磨　TEL（０７９１）５８－１３１１
但　  馬　TEL（０７９）６６２－７７０１
丹　  波　TEL（０７９５）７８－９１３０
淡　  路　TEL（０７９９）２４－２７１７
東　  京　TEL（０３）６２６２－３０３５
詳しくは、最寄りのセンターまで！

あいサポ会員、はばタン会員募集中！

②｢ひょうごネットトラブル防止
　ワークショップ」の開催
④｢スマホサミットinひょうご2020」の開催
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青少年施設の主な今年度事業

青少年の豊かな感性や自己表現力等を高めるための演劇活動
事業「こどもの館劇団」は、今年で結成30周年となります。中高
生を対象に、6月から劇団員の募集を開始、8月23日（日）に当館
にて公演を実施します。

毎月「森の子育てひろば」、「まちの子育てひろば」を開催する
ほか、紙工作や木工作もできます。「神戸キワニスこども文庫」
「こども恐竜文庫」「ルル文庫」など5万冊以上の本を備える児童
図書室もあります。「手づくり絵本コンクール」の作品も募集中！

県立こどもの館
「こどもの館劇団」劇団員募集！

遊びと絵本がいっぱい！

●夏休み子ども
　木工教室
　８月10日(月・祝)、
　ふたば学舎

神戸

●中播磨少年の主張審査会
　審査会8月20日（木）
●親子、世代間のふれあい事業
①ふれあいカヌー体験会
　7月11日（土）、福崎町青少年野外活動センター
②わくわく体験フェア 10月、姫路市内（予定）
③ふれあいハイキング 11月21日（土）、グリーンステーション鹿ヶ壺（姫路市安富町）

中播磨
●青少年育成事業
①たんば子ども塾
　8月19日（水）、
　県立篠山東雲高校
②丹波の森若者塾
　合同フォーラム：開催日・場所未定、
　協力大学：神戸大学、関西学院大学、
　関西大学 等

丹波

●淡路青少年の
　主張大会
　8月29日（土）、
　洲本市市民交流センター
●国生みの島元気っ子
　フェスティバル
　10月4日（日）、
　県立淡路文化会館
●青少年のつどい
　歩こう大会
　～淡路島みんなで
　ウォーキング～
　11月23日（月・祝）、
　淡路市内

淡路

●水辺を美しくする運動啓発ポスターコンクール（東播磨と共催） 
　実施時期6月～9月、表彰12月
●北播磨地区子ども会議（北播磨地区子ども会連絡協議会と共催）
　11月15日（日）、加西市善防公民館

北播磨

●親子演劇鑑賞体験
　12月19日（土）又は20日（日）、
　県立芸術文化センター
●親子ふれあい いきいき わくわく
　バスケットボール観戦
　1月頃、西宮市立中央体育館

阪神南

不登校やひきこもり等を経験した青少年が豊かな自然の中で、学園の
仲間やスタッフ、動物たちとのふれあい、多彩なプログラム、寮の共同生
活を通して、元気の回復につながる支援をしています。
毎年恒例の「夏祭り」や「学園祭」は、学園生による実行委員会が中心
となって企画・運営しています。
また、中学校3年生～概ね40歳までの方が日帰りで参加できる「1日
交流体験」等も実施しています。参加を希望される方は神出学園までお
問い合せください。

県立神出学園
多彩な体験プログラム・寮でのふれあい

自然を中心とした学びの場で、さまざまな体験活動を行っています。
その中の一つ「森林・造園実習」を紹介します。
昨年度、廃村となった菖蒲谷村（たつの市）の旧住民の方々ととも
に、同村跡の環境整備を行い、地域住民が集い・安らぐことができる
場所作りを行いました。長さ約100m、高低差約30mにわたり、雑木を
伐採したことによって、歴史を経た棚田の姿がくっきりと現れました。
今年度も同村跡の整備を12月8日（火）と令和3年1月29日（金）に
この実習を予定しています。

県立山の学校
自然の中で自分の可能性を新発見

いえしま自然体験
センターでは、海に親
しみ、海の環境につい
て考えるスノーケル体
験学校を開催してい
ます。
ふしぎと感動がいっ

ぱいあふれている「いえしまの海中探検」を通して豊かな心と
生きる力を育みます。

県立いえしま
自然体験センター
スノーケル体験学校

新型コロナウイルス
蔓延で世界中が困難
な状況の中、木の殿堂
では今話題の「アマビ
エ」組み木を作成しま
した。
疫病退散の願いを
込めて、ぜひ来館し作
成してみませんか。

県立兎和野高原
野外教育センター
｢アマビエ」組み木で疫病退散！

地方青少年本部の主な今年度事業

●少年の主張 東播磨大会
　8月9日（日）、加古川総合庁舎
　（コロナの状況次第で中止の可能性有。
　その場合は書類審査により入賞者を選考）
●水辺を美しくする運動 啓発ポスターコンクール（北播磨と共催）5～9月
●子ども会議（東播磨地区子ども会連絡協議会と共催）
　12月12日（土）、いなみ野体育センター（稲美町）

東播磨
●阪神北 若い力の
　魅力発信事業
　10月24日（土）、25日（日）、
　有馬富士公園休養ゾーン
●こども北摂里山探検隊
　（北摂里山博物館運営協議会と共催）
　10～3月（6回）、北摂里山
●“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（予定）、宝塚大劇場

阪神北

●地域文化体験事業 秋頃、西播磨文化会館
●親子ふれあい体験事業
①親子ドラゴンボート体験事業 8月29日（土）、相生市内
②ふれあいハイキングの実施 3月・場所未定 
●西播磨少年の主張審査会 9月10日（木） 

西播磨

●第30回但馬中学生からのメッセージ 8月22日（土） 
　（コロナウイルスの影響で発表会は行わず、書類審査とする）
●第7回山陰海岸ジオパーク小学生駅伝競走大会兼
　第31回但馬小学生駅伝競走大会 10月24日（土）、全但バス但馬ドーム
　（新型コロナウイルス感染予防への対応のため実施について検討中）

但馬

〒671-2233　兵庫県姫路市太市中915-49
TEL 079-267-1153 

TEL
078-647-9091

TEL
0795-72-5168

TEL
06-6481-4634

TEL
079-421-9105

TEL
0797-83-3138

TEL 
0795-42-9352

TEL 
079-281-9198

TEL 
0791-58-2131 TEL 

0799-26-2048

TEL 
0796-26-3648

〒651-2304　兵庫県神戸市西区神出町小束野30
TEL 078-965-1122

〒671-2515　兵庫県宍粟市山崎町五十波430-2
TEL 0790-62-8088

〒672-0100
兵庫県姫路市家島町西島
TEL 079-327-1508 

〒667-1336
兵庫県美方郡香美町村岡区宿791-1
TEL 0796-94-0211 

か ん で

う わ の
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青少年施設の主な今年度事業

青少年の豊かな感性や自己表現力等を高めるための演劇活動
事業「こどもの館劇団」は、今年で結成30周年となります。中高
生を対象に、6月から劇団員の募集を開始、8月23日（日）に当館
にて公演を実施します。

毎月「森の子育てひろば」、「まちの子育てひろば」を開催する
ほか、紙工作や木工作もできます。「神戸キワニスこども文庫」
「こども恐竜文庫」「ルル文庫」など5万冊以上の本を備える児童
図書室もあります。「手づくり絵本コンクール」の作品も募集中！

県立こどもの館
「こどもの館劇団」劇団員募集！

遊びと絵本がいっぱい！

●夏休み子ども
　木工教室
　８月10日(月・祝)、
　ふたば学舎

神戸

●中播磨少年の主張審査会
　審査会8月20日（木）
●親子、世代間のふれあい事業
①ふれあいカヌー体験会
　7月11日（土）、福崎町青少年野外活動センター
②わくわく体験フェア 10月、姫路市内（予定）
③ふれあいハイキング 11月21日（土）、グリーンステーション鹿ヶ壺（姫路市安富町）

中播磨
●青少年育成事業
①たんば子ども塾
　8月19日（水）、
　県立篠山東雲高校
②丹波の森若者塾
　合同フォーラム：開催日・場所未定、
　協力大学：神戸大学、関西学院大学、
　関西大学 等

丹波

●淡路青少年の
　主張大会
　8月29日（土）、
　洲本市市民交流センター
●国生みの島元気っ子
　フェスティバル
　10月4日（日）、
　県立淡路文化会館
●青少年のつどい
　歩こう大会
　～淡路島みんなで
　ウォーキング～
　11月23日（月・祝）、
　淡路市内

淡路

●水辺を美しくする運動啓発ポスターコンクール（東播磨と共催） 
　実施時期6月～9月、表彰12月
●北播磨地区子ども会議（北播磨地区子ども会連絡協議会と共催）
　11月15日（日）、加西市善防公民館

北播磨

●親子演劇鑑賞体験
　12月19日（土）又は20日（日）、
　県立芸術文化センター
●親子ふれあい いきいき わくわく
　バスケットボール観戦
　1月頃、西宮市立中央体育館

阪神南

不登校やひきこもり等を経験した青少年が豊かな自然の中で、学園の
仲間やスタッフ、動物たちとのふれあい、多彩なプログラム、寮の共同生
活を通して、元気の回復につながる支援をしています。
毎年恒例の「夏祭り」や「学園祭」は、学園生による実行委員会が中心
となって企画・運営しています。
また、中学校3年生～概ね40歳までの方が日帰りで参加できる「1日
交流体験」等も実施しています。参加を希望される方は神出学園までお
問い合せください。

県立神出学園
多彩な体験プログラム・寮でのふれあい

自然を中心とした学びの場で、さまざまな体験活動を行っています。
その中の一つ「森林・造園実習」を紹介します。
昨年度、廃村となった菖蒲谷村（たつの市）の旧住民の方々ととも
に、同村跡の環境整備を行い、地域住民が集い・安らぐことができる
場所作りを行いました。長さ約100m、高低差約30mにわたり、雑木を
伐採したことによって、歴史を経た棚田の姿がくっきりと現れました。
今年度も同村跡の整備を12月8日（火）と令和3年1月29日（金）に
この実習を予定しています。

県立山の学校
自然の中で自分の可能性を新発見

いえしま自然体験
センターでは、海に親
しみ、海の環境につい
て考えるスノーケル体
験学校を開催してい
ます。
ふしぎと感動がいっ

ぱいあふれている「いえしまの海中探検」を通して豊かな心と
生きる力を育みます。

県立いえしま
自然体験センター
スノーケル体験学校

新型コロナウイルス
蔓延で世界中が困難
な状況の中、木の殿堂
では今話題の「アマビ
エ」組み木を作成しま
した。
疫病退散の願いを
込めて、ぜひ来館し作
成してみませんか。

県立兎和野高原
野外教育センター
｢アマビエ」組み木で疫病退散！

地方青少年本部の主な今年度事業

●少年の主張 東播磨大会
　8月9日（日）、加古川総合庁舎
　（コロナの状況次第で中止の可能性有。
　その場合は書類審査により入賞者を選考）
●水辺を美しくする運動 啓発ポスターコンクール（北播磨と共催）5～9月
●子ども会議（東播磨地区子ども会連絡協議会と共催）
　12月12日（土）、いなみ野体育センター（稲美町）

東播磨
●阪神北 若い力の
　魅力発信事業
　10月24日（土）、25日（日）、
　有馬富士公園休養ゾーン
●こども北摂里山探検隊
　（北摂里山博物館運営協議会と共催）
　10～3月（6回）、北摂里山
●“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（予定）、宝塚大劇場

阪神北

●地域文化体験事業 秋頃、西播磨文化会館
●親子ふれあい体験事業
①親子ドラゴンボート体験事業 8月29日（土）、相生市内
②ふれあいハイキングの実施 3月・場所未定 
●西播磨少年の主張審査会 9月10日（木） 

西播磨

●第30回但馬中学生からのメッセージ 8月22日（土） 
　（コロナウイルスの影響で発表会は行わず、書類審査とする）
●第7回山陰海岸ジオパーク小学生駅伝競走大会兼
　第31回但馬小学生駅伝競走大会 10月24日（土）、全但バス但馬ドーム
　（新型コロナウイルス感染予防への対応のため実施について検討中）

但馬

〒671-2233　兵庫県姫路市太市中915-49
TEL 079-267-1153 

TEL
078-647-9091

TEL
0795-72-5168

TEL
06-6481-4634

TEL
079-421-9105

TEL
0797-83-3138

TEL 
0795-42-9352

TEL 
079-281-9198

TEL 
0791-58-2131 TEL 

0799-26-2048

TEL 
0796-26-3648

〒651-2304　兵庫県神戸市西区神出町小束野30
TEL 078-965-1122

〒671-2515　兵庫県宍粟市山崎町五十波430-2
TEL 0790-62-8088

〒672-0100
兵庫県姫路市家島町西島
TEL 079-327-1508 

〒667-1336
兵庫県美方郡香美町村岡区宿791-1
TEL 0796-94-0211 
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トピックス

12月13日（日）

スマホサミットinひょうご2020
（兵庫県民会館）

20日（日）

兵庫・沖縄青少年フレンドシップ
交歓交流会（姫路市内）

  1月13日（水）

新春フェスティバル（神出学園）

日付未定（3月）

こうのとり大使研修会（神戸市内）

10月18日（日）

瀞川山岳歩こう会（兎和野高原野外教育センター）
とろ

31日（土）

西島1Dayフェスティバル（いえしま自然体験センター）

日付未定（10月）

子どもの居場所づくり交流会（神戸市内）

3月1日（日）姫路キヤッスルグランヴィリオホテルに総
勢116人が参加し、この1年間に取り組んだ成果や課題の
報告発表を行いました。
有機野菜の収穫などの農業体験や、空き家を活用した
地域活性化などの取組が報告され、それぞれの活動につ
いて熱い思いを語り合いました。

2月13日（木）～16日（日）に兵庫・沖縄冬期友愛キャン
プを実施しました。沖縄の青年をもてなす「沖縄青年迎え
る隊」を結成し、事前に行程の下見や自主学習を行いまし
た。1日目の尼崎城や3日目の長田区被災地まちあるきで
は、兵庫青年が主体的に地域の歴史について伝える様子
が見られました。

兵庫県では、令和元年10月31日未明に発生した大規
模火災で焼失した沖縄県首里城の再建支援のため、「首
里城火災義援金募集委員会」を設立し、令和元年11月5日
（火）～令和2年1月31日（金）にかけて、義援金を募りま
した。その結果、
8,978,480円の
義援金が集まり、
全額沖縄県へ寄
贈されました。
皆さまからの温
かいご支援、誠に
ありがとうござい
ました。

令和2年3月25日、沖縄県大阪事務所にて兵庫県の
大久保局長（真ん中）より沖縄県の糸数所長へ目録を手渡し（左）

ふるさとづくり青年隊活動報告会

沖縄県首里城再建　義援金募集結果

第47回兵庫・沖縄冬期友愛キャンプ

TOPICS

イベントカレンダー
2020年度 Event Calendar

8月　29日（土）・30日（日）

30日（日）

恐竜サマー（こどもの館）

コメディ・クラウン・ミニサーカス（こどもの館）

児童彫刻アイデア国際コンクールで金賞を受賞した
「ヒツジをかぞえる」（左）と「恐竜に会ってみたいな」（右）の
彫刻作品が館内に設置されました

9月　3日（木）～6日（日） 3泊4日

兵庫・沖縄
夏期友愛キャンプ
（沖縄県）

20日（日）～22日（火・祝） 2泊3日

人とつながるオフラインキャンプ2020
（神戸三田アウトドアビレッジTEMIL）　

26日（土）

少年の主張兵庫県大会（兵庫県民会館）
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11月　4日（水）

学園祭（神出学園）

7日（土）

学園祭（山の学校）

29日（日）

こどもの館朗読コンクール（神戸市内）

日付未定（11月～12月）

「ふるさとづくり青年隊」第2回全県交流会
（神戸市内）

2月11日（木・祝）～14日（日） 3泊4日

兵庫・沖縄冬期友愛キャンプ
（兎和野高原野外教育センターなど）

日付未定（2月）

こころ豊かな人づくり
500人委員育成事業修了式（神戸市内）

23日（火・祝）

「ふるさとづくり青年隊」活動報告会
（姫路市内）
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ひょうご青少年憲章
１　自分を大切にし、自らを律し、行いに責任をもって生
きていこう

２　ふれあいを深め、正義感をもち、社会を担う一人とし
て生きていこう

３　人の痛みや喜びを感じあえる心をもって生きていこう
４　多様な人々の存在を受け入れ、ともに支えあって生き
ていこう

５　自然を愛し、生命を尊び、みえない世界にも襟を正し
て生きていこう

６　先人に学び、明日に夢をえがき、勇気をもって未来を
拓いていこう
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青少年団体紹介　Vol．2

お知らせ掲示板

　ボーイスカウトは小学1年生から25歳までの一貫教育で、
子供達が自発活動により、社会に奉仕できる能力と人生に
役立つ技能を体得できる教育を目的としています。世界
170の国と地域で約
4000万人のスカウト
が活動しており、国際
交流・協力や環境教育
にも積極的に取り組ん
でいます。ぜひ一度体
験をしてみませんか！！
お待ちしています。

第24回カブラリー（令和元年11月4日）

12

雑記帳
○県立神出学園の新学園長に元名寄市立大学教授の小林
宏先生が就任されました。
○こどもの館は修繕工事のため、今年度後半から入館がで
きなくなります。業務は引き続き行いますので、詳しくはこ
どもの館にご確認ください。
○兎和野高原野外教育センターは施設改修のため、9～12
月（木の殿堂は8月中旬より1か月）の間、休館を予定して
います。詳しくは同センター（☎0796-94-0211）まで。

「人とつながるオフラインキャンプ2020」
～ネットの使い方を見直してみませんか？～
オリエンテーション　8月23日（日）
本キャンプ　9月20日（日）～22日（火・祝） 2泊3日
フォローアップキャンプ　11月22日（日）

日 程

神戸三田アウトドアビレッジTEMIL（三田市）ほか場 所
日常生活でのネット利用を見直したい県内在住の
青少年（小学5年生～18歳）、20名程度

対 象

10,000円程度参加料
8月10日（月・祝）募集締切
青少年本部企画部 ☎078-362-3142問い合わせ

参加者
募集

令和2年度下期「ひょうご子ども・若者応援団」
一般助成事業募集

　令和2年10月から令和3年3月末までに行われる、青少年の
健全育成を目的とした事業に助成します。

1団体 10万円まで助成金額
7月10日（金）～8月17日（月）募集時期
ひょうご子ども・若者応援団 ☎078-891-7410問い合わせ

助成

各地方青少年本部問い合わせ

少年の主張作品募集
　心からの思いや感銘を受けたことなど、中学生らしい自由で
ユニークな発想をまとめた主張（作文）を募集します。
応募締切 中播磨 7月27日（月） 但　馬 8月7日（金）

西播磨 9月  2日（水） 丹　波 9月4日（金）
神　戸 9月  7日（月） 阪神南 9月7日（月）
阪神北 9月  7日（月） 北播磨 9月7日（月）
※東播磨、淡路の募集は終了しました。

作品募集 夏号

公益財団法人 兵庫県青少年本部

　不登校等の悩みを抱えている人の心の回復をお手伝いします。
中学を卒業した23歳未満の県内在住の男女対 象
8月末～9月上旬（予定）募集期間
県立神出学園 ☎078-965-1122問い合わせ

学園生
募集

「県立神出学園」
令和2年度追加募集（10月生）

　自然の中での体験活動や共同生活を通じて、自分発見をしてみませんか。
中学を卒業した15～20歳までの県内在住の男子対 象
9月末日まで募集期間
県立山の学校 ☎0790-62-8088問い合わせ

生徒募集 「県立山の学校」 生徒を追加募集

　館内で恐竜親子がお出迎え！　楽しい工作体験や恐竜絵本
コーナーを巡って、スタンプラリーに挑戦。かわいいバッチを
ゲットしよう！！　恐竜親子と記念撮影もできます。

8月29日（土）11時～15時、30日（日）11時～15時日 程

「県立こどもの館」
～森の探険隊～ 恐竜サマー！！

イベント
案内

わたしのおもい・ゆめ応募作品から（P.2特集①新型コロナウイルスに負けない）▶

「ひきこもりサポーター育成研修」
初級コース（1日、9月実施予定、70名程度）、
～ひきこもり支援に関心のある方など
中級コース（2日、10月実施予定、50名程度）、
～ひきこもり支援の実践者など

日程と対象

兵庫県民会館（神戸市中央区）場 所
8月以降（参加料、無料）募集時期
兵庫県青少年課 ☎078-362-3143問い合わせ

参加者
募集

兵庫県青少年団体連絡協議会に加盟する、県内で活動する
青少年団体を順次紹介します。

152251_journal_H1_H4

20/061201fukudome→062401fukudome→070701辻→070801fukudome→071301fukudome→071401天満→0171402天満→071501fukudome→072901fukudome→


