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令和３年度 冬号

日本の伝統文化『落語』にふれてみませんか？宝塚市出身の落語家

林家 染左（はやしや そめざ）さんを講師におむかえします。

皆さまお気軽にご参加ください！

『こども落語教室・落語鑑賞会』 参加者募集！

『タカラジェンヌ体験教室』 参加者募集！

憧れのタカラジェンヌの気分になれるプログラムです。元タカラジェンヌ

によるレビューショーも！華やかな世界を体験しましょう。

『こども落語教室』

落語の声の出し方や、扇子・手ぬぐいを使った所作を学びます。

対象：阪神地域にお住まいの小学1年生～中学3年生 定員：10人（先着順）

『落語鑑賞会』

出演： 林家 染左さん、宝塚こども落語くらぶ

『タカラジェンヌ体験教室』

タカラヅカならではの小道具「シャンシャン」を使った『ベルサイユのばら』

パレードシーンを体験。初心者でも簡単な振り付けで楽しく踊れます。

対象：阪神地域にお住まいの小学５年生～中学3年生 定員：20人（先着順）

『元タカラジェンヌ レビューショー』

出演： 鳴海 じゅん、 綺華 れい、 毬穂 えりな、 麻樹 ゆめみ

日時：令和4年2月6日（日） 10時～12時

会場：アステ市民プラザ アステホール

(川西市栄町25番1-601号 アステ川西6階)

日時：令和4年2月6日（日） 14時～15時30分

会場：アステ市民プラザ アステホール

(川西市栄町25番1-601号 アステ川西6階)

イベント詳細・申込方法は

をご覧ください。

こども落語
体 験

タカラジェンヌ
体 験

〒665-8567 宝塚市旭町2-4-15

兵庫県 阪神北県民局 県民交流室 県民課内

TEL 0797-83-313８ FAX 0797-86-4379

お問い合わせ 阪神北青少年本部兵庫県阪神北県民局
ホームページ

プログラム①②の
観覧も募集！
（先着70人）

プログラム①②の
観覧も募集！
（先着70人）

プログラム①

プログラム②

プログラム①

プログラム②

※新型コロナウイルスの感染状況によっては、
開催を中止する場合があります。



高校生以下の部 悪口は　言わない書かない　ひろめない 中村　翼 伊丹市

一般の部 ネット利用　親子でルールの　話し合い 村岡　孝司 丹波市

優秀作品 作品 市町入選者
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令和３年２月５日から３月１日にかけて募集した「ネットトラブル防止標語コンテスト」について、575作品（高

校生以下の部 467作品、一般の部 108作品）の応募があり、下記のとおり優秀作品を決定しました。

SNS等による中傷や見知らぬ人とSNSでやり取りするリスク、過大なゲーム課金、個人情報の流出など、社会

で問題となっている様々なネットトラブルに関する作品が寄せられました。

今回の募集により選定した標語（優秀作品）は、

令和３年度兵庫県内で行う広報・啓発活動で幅

広く活用しています。 （右写真：啓発グッズ）

令和2年度

『ネットトラブル防止標語コンテスト』入選作品が決定！

少年の主張兵庫県大会
中学生のメッセージ2021

令和３年9月25日（土）兵庫県民会館けんみんホールにて、

少年の主張兵庫県大会が開催され、県内10地区の代表者が

それぞれの思いや考えを発表しました。

阪神北地域からは、小林聖心女子学院中学校2年 多田羅 花音さんが『世界をつなげる』をテーマに、東京オリ

ンピック・パラリンピック選手の努力や苦労を実体験をもとに考察するとともに、差別のない世界平和について

意見発表し、奨励賞を受賞しました。

当日の動画を

ホームページ

からご覧いた

だけます。

阪神北青少年本部

阪神北青少年本部表彰
阪神北地域で優れた活動をされている方々へ阪神北

青少年本部表彰を行いました。

令和３年度は個人２名の方が受賞されました。
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令和３年度 受賞者の皆さま（敬称略）

天野 美絵
（猪名川町）

山下 絵里子
（猪名川町）

17年間にわたり地域の子ども会活動
に尽力され、縦横の関係にとらわれない
子ども同士の交流促進に貢献している。

14年間にわたり地域の子ども会活動
に尽力し、また猪名川町青少年健全育成
推進会議の一員として、町内の青少年健
全育成事業の推進に貢献している。

兵庫県青少年本部

入選作品（佳作）は

ホームページをご覧ください。
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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）

小・中学生が里山を探検し、昆虫・自然観察や里山保全

活動などの環境体験学習を行う「こども北摂里山探検隊」。

今年度もたくさんの子どもたちが参加しました。

福島大池でカヤック体験！
令和３年６月１９日（土） 有馬富士公園（三田市）

植樹の体験

普段は入れない昆陽池の中の人工島に上陸！植物や生

き物の生態を観察し、保全活動について学びました。

〒650-0011

神戸市中央区下山手通4-16-3 兵庫県民会館8階

TEL 078-891-7410 FAX 078-891-7418

ホームページ https://seishonen.or.jp/

※登録書類はホームページからダウンロードできます。

ひょうご子ども・若者応援団

一般助成事業

青少年の自然観察・体験、地域交流などの事業を

対象に1件あたり10万円を限度として助成します。

マッチング事業

青少年団体・グループが青少年の健全育成を目的

として実施する活動に対して、企業などから提供い

ただいた資源を橋渡ししています。

【令和3年度マッチング例】

お菓子、ベビーチーズ、ジュース・水、貯金箱キット、

お絵かきセット

お問い合わせ 公益財団法人兵庫県青少年本部

「ひょうご子ども・若者応援団」担当

企業や団体等から提供される多様な資源を青少年

育成活動に取り組む団体に橋渡しをしています。

池の水を抜いて日本列島に上陸せよ！
令和３年１２月１１日（土） 昆陽池公園（伊丹市）

講師からオールの漕ぎ方等の指導を受け、夢中になって

カヤックを漕ぎました。

オールの漕ぎ方指導 竹スロープで着水！ カヤック体験

伊丹市昆虫館を見学

昆陽池の人工島「日本列島」に上陸！



阪神北出会いサポートセンター

４

阪神北青少年本部

賛助会員加入のお願い

〒665-8567 宝塚市旭町2-4-15

TEL 0797-83-313８ FAX 0797-86-4379

阪神北青少年本部が実施している事業は皆様

からの温かいご支援によって成り立っています。

阪神北地域の青少年健全育成のために、是非

「賛助会員」にご入会ください。

「阪神北出会いサポートセンター」では、結婚を希望する独身男女の出会い

をサポートしています。センターへお気軽にご相談ください。

『縁結び交流会』 を開催しました

結婚を希望する20歳以上の独身の方。

はばタン会員システムにアクセスできるスマートフォン

をお持ちで、自ら操作できる方。

『はばタン会員』 募集中！

編集・発行

阪神北青少年本部
〒665-8567 宝塚市旭町2-4-15

兵庫県阪神北県民局県民課内

TEL 0797-83-3138 FAX 0797-86-4379

https://seishonen.or.jp/

年額 5,000円 (※20代の方は3,000円)

※お申し込み方法は、ホームページをご覧ください。

個人会員 年額 1口 （ 2,000円）

団体会員 年額 1口 （10,000円）

お問い合わせ 阪神北青少年本部

お問い合わせ 阪神北出会いサポートセンター

子どもの冒険ひろば

兵庫県では、NPO法人や青少年団体と協働し、平成

15年から「子どもの冒険ひろば」を開設しています。

幼児や小学生の参加者を中心に、禁止事項をなる

べく少なくし、「自分の責任で自由に遊ぶ」をモットー

に自由な遊びができる場です。

開催日等については、各団体ホームページをご覧く

ださい。

兵庫県 子どもの冒険ひろば

阪神北地域の「子どもの冒険ひろば」

【宝塚市】 冒険ひろば 笑居場さん

【宝塚市】 仁川小 放課後遊ぼう会

【川西市】 キセラ川西プレーパーク

【三田市】 さんだ☆ゆめぱーく

令和３年１２月１８日（土）、三田市まちづくり協働

センターにて、独身男女の出会いを支援する阪神

北地域のこうのとり大使による『縁結び交流会』を

開催しました。

当日は27人が参加し、お互いのプロフィール

カードをもとに歓談し、なごやかな時間を過ごし

ました。

対 象

登録手数料

カップル ４組 誕生！

【受付時間】火・水・土・日 9時～17時15分

〒665-0035 宝塚市逆瀬川1-11-1 アピア2 1階

TEL

FAX 

https://www.msc-hyogo.jp/

0797-26-7351

0797-72-1086


