
実施日 依頼者 テーマ プロフラム名 対象者 人数

2019/4/2 三田市 くらしの知識 知って得する暮らしの諸制度 高齢者 13

2019/4/4 東播磨 契約 契約ってな～に？ 一般(支援) 16

2019/4/4 宝塚市 契約 悪質業者に強くなる講座 高齢者 15

2019/4/7 三田市 契約 相談しよう！ひとりじゃない 高齢者 38

2019/4/18 三田市 契約 悪質業者に強くなる講座 高齢者 23

2019/4/23 宝塚市 複数プログラム（2つ以上） 一般(支援) 8

2019/5/7 三田市 環境 楽しい省エネ生活 高齢者 28

2019/5/15 三田市 くらしの知識 終活・相続対策のアレコレ 高齢者 18

2019/5/17 豊中市 食育・食生活 パワーアップ朝ごはん 小学生 91

2019/5/30 三田市 契約 相談しよう！ひとりじゃない 高齢者 13

2019/5/30 西宮市 食育・食生活 もったいない！食べ物を大切に 小学生 98

2019/6/1 宝塚市 くらしの知識 成長と共に危ない!!は変わる 一般 6

2019/6/7 その他 食育・食生活 しっかり読み取る食品表示 大学生 184

2019/6/10 西播磨 契約 悪質業者に強くなる講座 一般 39

2019/6/10 東大阪市 食育・食生活 ３つのお皿から食べよう！ 親子 10

2019/6/14 コープこうべ 情報 賢く使おう！ネットとスマホ 親子 7

2019/6/14 東大阪市 契約 若者の消費者トラブル 小学生 135

2019/6/15 その他 くらしの知識 老後も安心、賢い家計管理 高齢者 25

2019/6/18 豊中市 被服 じょうずな洗濯 小学生 34

2019/6/19 三田市 契約 悪質業者に強くなる講座 高齢者 11

2019/6/21 西宮市 金銭教育 子どもを取り巻くお金～最近のお子様事情～ 一般 10

2019/6/25 豊中市 情報 賢く使おう！ネットとスマホ 小学生 130

2019/6/27 豊中市 被服 じょうずな洗濯 小学生 35

2019/6/29 豊中市 契約 契約ってな～に？ 一般(支援) 37

2019/7/3 伊丹市 くらしの知識 成長と共に危ない!!は変わる 一般 12

2019/7/3 岐阜県輪之内町 金銭教育 プレゼントの値段 小学生 28

2019/7/4 豊中市 被服 じょうずな洗濯 小学生 84

2019/7/5 豊中市 情報 賢く使おう！ネットとスマホ 小学生 39

2019/7/5 豊中市 食育・食生活 コンビニ食ってどんな食？ 小学生 40

2019/7/5 豊中市 被服 じょうずな洗濯 小学生 33

2019/7/8 豊中市 金銭教育 プレゼントの値段 小学生 43

2019/7/8 豊中市 被服 じょうずな洗濯 小学生 70

2019/7/10 豊中市 情報 賢く使おう！ネットとスマホ 小学生 85

2019/7/11 明石市 金銭教育 おつかい上手にできるかな？ 小学生(支援) 6

2019/7/12 西播磨 情報 賢く使おう！ネットとスマホ 高校生(支援) 22

2019/7/12 川西市 食育・食生活 おやつ調査隊 小学生 78

2019/7/13 その他 環境 グリーンコンシューマーになろう 一般 29

2019/7/17 豊中市 情報 賢く使おう！ネットとスマホ 小学生 58

2019/7/17 豊中市 食育・食生活 パワーアップ朝ごはん 小学生 83

2019/7/17 明石市 金銭教育 夢の実現 小学生 58

2019/7/22 コープこうべ 食育・食生活 しっかり読み取る食品表示 高齢者 11

2019/7/22 宝塚市 情報 かしこく使おう！ネットとゲーム 学童児童 44

2019/7/23 神戸エコチャレンジ 環境 カイタローくんとエコちゃんの夏休み 学童児童 29

2019/7/23 西宮市 情報 かしこく使おう！ネットとゲーム 親子 26

2019/7/23 宝塚市 情報 かしこく使おう！ネットとゲーム 学童児童 104

2019/7/24 伊丹市 環境 環境マークパズル 学童児童 67

2019/7/24 宝塚市 食育・食生活 元気モリモリ 学童児童 55

2019/7/25 きんき労金 カード 知って使おう！カードいろいろ 親子 22

2019/7/25 宝塚市 環境 環境マークパズル 学童児童 23

2019/7/26 情報プラザ 食育・食生活 ３つのお皿から食べよう！ 小学生 23

2019/7/26 宝塚市 情報 かしこく使おう！ネットとゲーム 学童児童 50

2019/7/28 きんき労金 カード 知って使おう！カードいろいろ 親子 33

2019年度実施講座一覧表
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実施日 依頼者 テーマ プロフラム名 対象者 人数

2019年度実施講座一覧表

2019/7/29 川西市 金銭教育 Ｌｅｔ'ｓトライ商売！本日開店“かき氷屋さん” 学童児童 21

2019/7/29 川西市 金銭教育 おつかい上手にできるかな？ 親子 67

2019/7/29 宝塚市 情報 かしこく使おう！ネットとゲーム 学童児童 53

2019/7/30 コープこうべ 金銭教育 Ｌｅｔ'ｓトライ商売！本日開店“たこ焼き屋さん” 親子 21

2019/7/30 伊丹市 くらしの知識 終活・相続対策のアレコレ 高齢者 124

2019/7/30 川西市 金銭教育 おつかい上手にできるかな？ 親子 68

2019/7/30 宝塚市 情報 かしこく使おう！ネットとゲーム 学童児童 31

2019/7/31 コープこうべ くらしの知識 成長と共に危ない!!は変わる 一般 15

2019/7/31 伊丹市 食育・食生活 元気モリモリ 学童児童 15

2019/7/31 宝塚市 環境 環境マークパズル 学童児童 34

2019/7/31 宝塚市 情報 かしこく使おう！ネットとゲーム 学童児童 25

2019/8/1 伊丹市 情報 かしこく使おう！ネットとゲーム 学童児童 30

2019/8/1 伊丹市 食育・食生活 元気モリモリ 学童児童 138

2019/8/1 宝塚市 情報 かしこく使おう！ネットとゲーム 学童児童 38

2019/8/2 宝塚市 カード 知って使おう！カードいろいろ 学童児童 61

2019/8/2 宝塚市 情報 かしこく使おう！ネットとゲーム 学童児童 19

2019/8/5 宝塚市 カード 知って使おう！カードいろいろ 学童児童 17

2019/8/5 宝塚市 情報 かしこく使おう！ネットとゲーム 学童児童 61

2019/8/6 伊丹市 環境 環境マークパズル 学童児童 62

2019/8/6 伊丹市 食育・食生活 元気モリモリ 学童児童 50

2019/8/6 宝塚市 情報 かしこく使おう！ネットとゲーム 学童児童 90

2019/8/7 川西市 金銭教育 おつかい上手にできるかな？ 学童児童 56

2019/8/7 川西市 金銭教育 みんなでお買い物 学童児童 38

2019/8/7 宝塚市 食育・食生活 元気モリモリ 学童児童 18

2019/8/8 伊丹市 情報 かしこく使おう！ネットとゲーム 学童児童 24

2019/8/8 宝塚市 情報 かしこく使おう！ネットとゲーム 学童児童 36

2019/8/8 宝塚市 食育・食生活 元気モリモリ 学童児童 22

2019/8/9 姫路市 契約 若者の消費者トラブル 高校生 197

2019/8/9 宝塚市 食育・食生活 元気モリモリ 学童児童 40

2019/8/14 西宮市 くらしの知識 終活・相続対策のアレコレ 一般 51

2019/8/18 ひょうご出前環境教室 環境 環境カルタで遊ぼう 親子 15

2019/8/19 ひょうご出前環境教室 環境 省エネすごろく 学童児童 18

2019/8/19 宝塚市 カード 知って使おう！カードいろいろ 学童児童 91

2019/8/19 宝塚市 食育・食生活 元気モリモリ 学童児童 16

2019/8/20 神戸エコチャレンジ 食育・食生活 もったいない！食べ物を大切に 学童児童 32

2019/8/20 神戸エコチャレンジ 食育・食生活 旬を探そう！ 学童児童 48

2019/8/20 宝塚市 くらしの知識 成長と共に危ない!!は変わる 一般 8

2019/8/20 宝塚市 情報 かしこく使おう！ネットとゲーム 学童児童 42

2019/8/21 伊丹市 カード 知って使おう！カードいろいろ 学童児童 65

2019/8/21 湖南市 食育・食生活 元気モリモリ 学童児童 98

2019/8/21 神戸エコチャレンジ 環境 環境カルタで遊ぼう 学童児童 54

2019/8/22 湖南市 食育・食生活 元気モリモリ 学童児童 99

2019/8/23 情報プラザ 情報 かしこく使おう！ネットとゲーム 親子 2

2019/8/25 コープこうべ 食育・食生活 旬を探そう！ 親子 18

2019/8/26 情報プラザ 環境 省エネすごろく 親子 4

2019/8/26 川西市 金銭教育 Ｌｅｔ'ｓトライ商売！本日開店“かき氷屋さん” 学童児童 25

2019/8/27 神戸エコチャレンジ 環境 カイタローくんとエコちゃんの夏休み 学童児童 70

2019/8/27 宝塚市 情報 かしこく使おう！ネットとゲーム 学童児童 31

2019/8/28 その他 契約 悪質業者に強くなる講座 一般 21

2019/8/28 湖南市 食育・食生活 元気モリモリ 学童児童 38

2019/8/30 豊中市 情報 賢く使おう！ネットとスマホ 小学生 31

2019/9/2 西宮市 契約 悪質業者にまけんぞう！スゴロク 高齢者 17

2/6



実施日 依頼者 テーマ プロフラム名 対象者 人数

2019年度実施講座一覧表

2019/9/2 東大阪市 金銭教育 おつかい上手にできるかな？ 未就学児 33

2019/9/3 東大阪市 金銭教育 おつかい上手にできるかな？ 未就学児 33

2019/9/3 東大阪市 契約 契約ってな～に？ 中学生 72

2019/9/4 東大阪市 契約 契約ってな～に？ 中学生 38

2019/9/5 コープこうべ 契約 悪質業者に強くなる講座 一般 14

2019/9/8 宝塚市 契約 悪質業者に強くなる講座 高齢者 30

2019/9/10 その他 くらしの知識 知って得する暮らしの諸制度 高齢者 17

2019/9/11 西宮市 契約 悪質業者にまけんぞう！スゴロク 高齢者 17

2019/9/17 コープこうべ 食育・食生活 もったいない！食べ物を大切に 一般 13

2019/9/17 中播磨 被服 ＴＰＯってなーに？ 高校生(支援) 7

2019/9/18 コープこうべ くらしの知識 知って得する暮らしの諸制度 一般 7

2019/9/21 豊中市 食育・食生活 かんたん元気にお助けメニュー 一般(支援) 28

2019/9/22 コープこうべ 食育・食生活 どんなおやつたべてるの？ 高齢者 3

2019/9/25 情報プラザ 契約 悪質業者に強くなる講座 その他 110

2019/9/25 神戸エコチャレンジ 環境 省エネすごろく 学童児童 52

2019/9/28 姫路市 契約 若者の消費者トラブル 高校生 126

2019/10/2 ひょうご出前環境教室 食育・食生活 もったいない！食べ物を大切に 小学生 83

2019/10/2 宝塚市 契約 悪質業者に強くなる講座 担い手 4

2019/10/4 東大阪市 契約 契約ってな～に？ 中学生 121

2019/10/4 東播磨 情報 賢く使おう！ネットとスマホ 高校生(支援) 16

2019/10/4 明石市 金銭教育 おつかい上手にできるかな？ 小学生(支援) 16

2019/10/8 宝塚市 契約 悪質業者に強くなる講座 一般 13

2019/10/9 三田市 環境 グリーンコンシューマーになろう 高校生 23

2019/10/9 宝塚市 カード 使って選んでmyカード 高齢者 15

2019/10/9 明石市 金銭教育 おつかい上手にできるかな？ 小学生 54

2019/10/10 コープこうべ くらしの知識 知って得する暮らしの諸制度 一般 12

2019/10/10 明石市 金銭教育 夢の実現 小学生 111

2019/10/11 伊丹市 契約 相談しよう！ひとりじゃない 高齢者 30

2019/10/15 西宮市 食育・食生活 おやつ調査隊 中学生 100

2019/10/15 東大阪市 金銭教育 Ｌｅｔ'ｓトライ商売！本日開店“たこ焼き屋さん” 小学生 58

2019/10/16 西宮市 食育・食生活 おやつ調査隊 中学生 48

2019/10/16 東大阪市 金銭教育 Ｌｅｔ'ｓトライ商売！本日開店“たこ焼き屋さん” 小学生 30

2019/10/17 コープこうべ くらしの知識 税務署では教えない節税のポイント 一般 16

2019/10/17 東大阪市 金銭教育 プレゼントの値段 小学生 47

2019/10/18 ひょうご出前環境教室 食育・食生活 もったいない！食べ物を大切に 高齢者 138

2019/10/18 伊丹市 食育・食生活 かんたん元気にお助けメニュー 高齢者 20

2019/10/21 西宮市 契約 悪質業者にまけんぞう！スゴロク 一般 7

2019/10/21 東大阪市 情報 賢く使おう！ネットとスマホ 小学生 57

2019/10/21 姫路市 契約 若者の消費者トラブル 高校生 221

2019/10/23 ひょうご出前環境教室 食育・食生活 もったいない！食べ物を大切に 中学生(支援) 13

2019/10/25 コープこうべ 契約 悪質業者に強くなる講座 一般 18

2019/10/29 東大阪市 金銭教育 Ｌｅｔ'ｓトライ商売！本日開店“たこ焼き屋さん” 小学生 77

2019/10/29 豊中市 情報 かしこく使おう！ネットとゲーム 小学生 118

2019/10/29 豊中市 情報 賢く使おう！ネットとスマホ 小学生 119

2019/10/30 三田市 くらしの知識 成長と共に危ない!!は変わる 一般 7

2019/10/30 三田市 環境 楽しい省エネ生活 高校生 24

2019/10/31 情報プラザ くらしの知識 知って得する暮らしの諸制度 一般 24

2019/11/5 岐阜県輪之内町 金銭教育 Ｌｅｔ'ｓトライ商売！本日開店“たこ焼き屋さん” 小学生 28

2019/11/5 岐阜県輪之内町 金銭教育 プレゼントの値段 小学生 31

2019/11/5 岐阜県輪之内町 食育・食生活 どんなおやつたべてるの？ 小学生 26

2019/11/5 東大阪市 金銭教育 おつかい上手にできるかな？ 小学生(支援) 10

2019/11/6 伊丹市 くらしの知識 知って得する暮らしの諸制度 一般 19
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2019/11/6 東播磨 金銭教育 楽しいやりくり 高校生(支援) 12

2019/11/8 南あわじ市 契約 契約ってな～に？ 中学生 124

2019/11/10 東大阪市 情報 かしこく使おう！ネットとゲーム 小学生 44

2019/11/10 東大阪市 情報 賢く使おう！ネットとスマホ 一般 38

2019/11/10 東大阪市 情報 賢く使おう！ネットとスマホ 小学生 107

2019/11/11 西宮市 食育・食生活 しっかり読み取る食品表示 一般 14

2019/11/13 コープこうべ くらしの知識 税務署では教えない節税のポイント 一般 9

2019/11/14 コープこうべ くらしの知識 税務署では教えない節税のポイント 一般 8

2019/11/14 コープこうべ 環境 省エネ主婦（主夫？）の1日 一般 17

2019/11/14 兵庫県 契約 悪質業者にまけんぞう！スゴロク 一般 22

2019/11/14 豊中市 食育・食生活 コンビニ食ってどんな食？ 小学生 35

2019/11/15 情報プラザ その他　外部とのミーティング・連携 その他 15

2019/11/15 宝塚市 契約 悪質業者に強くなる講座 一般 15

2019/11/17 その他 食育・食生活 もったいない！食べ物を大切に その他 72

2019/11/18 西宮市 食育・食生活 どんなおやつたべてるの？ 一般 22

2019/11/18 東播磨 金銭教育 楽しいやりくり 高校生(支援) 17

2019/11/19 南あわじ市 環境 省エネすごろく 親子 23

2019/11/19 豊中市 情報 賢く使おう！ネットとスマホ 小学生 171

2019/11/20 淡路 契約 若者の消費者トラブル 高校生 112

2019/11/22 西播磨 契約 若者の消費者トラブル 高校生 23

2019/11/25 岐阜県輪之内町 契約 契約ってな～に？ 中学生 95

2019/11/25 東大阪市 金銭教育 おつかい上手にできるかな？ 未就学児 34

2019/12/2 中播磨 契約 悪質業者にまけんぞう！スゴロク若者版 高校生(支援) 35

2019/12/3 東大阪市 情報 かしこく使おう！ネットとゲーム 小学生 72

2019/12/3 豊中市 食育・食生活 コンビニ食ってどんな食？ 中学生 73

2019/12/5 情報プラザ 食育・食生活 どんなおやつたべてるの？ 親子 2

2019/12/5 東大阪市 契約 契約ってな～に？ 中学生 167

2019/12/5 宝塚市 カード 使って選んでmyカード 一般 15

2019/12/6 岐阜県輪之内町 金銭教育 Ｌｅｔ'ｓトライ商売！本日開店“たこ焼き屋さん” 小学生 46

2019/12/6 豊中市 金銭教育 プレゼントの値段 小学生 39

2019/12/7 西宮市 食育・食生活 かんたん元気にお助けメニュー 一般 20

2019/12/10 豊中市 情報 賢く使おう！ネットとスマホ 中学生 72

2019/12/12 東大阪市 情報 賢く使おう！ネットとスマホ 小学生 53

2019/12/13 和歌山県 カード 知って使おう！カードいろいろ 小学生 64

2019/12/17 東播磨 契約 相談しよう！ひとりじゃない 高校生(支援) 20

2019/12/19 その他 カード 使って選んでmyカード その他(支援) 12

2019/12/19 西宮市 金銭教育 楽しいやりくり その他(支援) 12

2019/12/19 西宮市 情報 賢く使おう！ネットとスマホ 小学生 131

2019/12/19 西宮市 食育・食生活 どんなおやつたべてるの？ 小学生 73

2019/12/19 東大阪市 情報 かしこく使おう！ネットとゲーム 小学生 79

2019/12/19 明石市 金銭教育 プレゼントの値段 小学生 103

2019/12/20 丹波 契約 若者の消費者トラブル 高校生 118

2019/12/23 豊中市 情報 賢く使おう！ネットとスマホ 小学生 200

2020/1/9 コープこうべ くらしの知識 終活・相続対策のアレコレ 一般 17

2020/1/9 宝塚市 契約 悪質業者に強くなる講座 一般 22

2020/1/9 豊中市 食育・食生活 おやつ調査隊 小学生 86

2020/1/10 コープこうべ くらしの知識 終活・相続対策のアレコレ 一般 11

2020/1/10 丹波 契約 若者の消費者トラブル 高校生 34

2020/1/10 豊中市 環境 グリーンコンシューマーになろう 小学生 61

2020/1/13 伊丹市 食育・食生活 もったいない！食べ物を大切に 親子 72

2020/1/14 豊中市 食育・食生活 おやつ調査隊 小学生 71

2020/1/15 コープこうべ くらしの知識 終活・相続対策のアレコレ 一般 19
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2020/1/15 その他 くらしの知識 知って得する暮らしの諸制度 一般 66

2020/1/15 丹波 契約 若者の消費者トラブル 高校生 164

2020/1/16 東大阪市 契約 若者の消費者トラブル 高校生 229

2020/1/17 伊丹市 情報 賢く使おう！ネットとスマホ 中学生 73

2020/1/17 南あわじ市 食育・食生活 ３つのお皿から食べよう！ 親子 63

2020/1/18 コープこうべ カード 使って選んでmyカード 一般 13

2020/1/20 淡路 情報 賢く使おう！ネットとスマホ 高校生(支援) 14

2020/1/20 淡路 食育・食生活 どんなおやつたべてるの？ 高校生(支援) 17

2020/1/21 豊中市 契約 若者の消費者トラブル 高校生 40

2020/1/21 豊中市 情報 賢く使おう！ネットとスマホ 高校生 40

2020/1/22 伊丹市 くらしの知識 成長と共に危ない!!は変わる 一般 11

2020/1/23 岐阜県輪之内町 金銭教育 Ｌｅｔ'ｓトライ商売！本日開店“たこ焼き屋さん” 小学生 20

2020/1/23 岐阜県輪之内町 金銭教育 プレゼントの値段 小学生 24

2020/1/23 岐阜県輪之内町 食育・食生活 どんなおやつたべてるの？ 小学生 20

2020/1/24 伊丹市 情報 賢く使おう！ネットとスマホ 中学生 106

2020/1/24 豊中市 情報 賢く使おう！ネットとスマホ 小学生 46

2020/1/27 宝塚市 契約 悪質業者に強くなる講座 その他 210

2020/1/28 姫路市 契約 若者の消費者トラブル 高校生 138

2020/1/28 豊中市 契約 若者の消費者トラブル 高校生 38

2020/1/28 豊中市 情報 賢く使おう！ネットとスマホ 高校生 38

2020/1/29 明石市 金銭教育 プレゼントの値段 小学生 123

2020/1/30 丹波 契約 若者の消費者トラブル 高校生 25

2020/1/30 中播磨 契約 若者の消費者トラブル 高校生(支援) 20

2020/1/31 伊丹市 情報 賢く使おう！ネットとスマホ 中学生 34

2020/2/1 豊中市 契約 若者の消費者トラブル 高校生 38

2020/2/1 豊中市 情報 賢く使おう！ネットとスマホ 高校生 38

2020/2/3 東大阪市 金銭教育 ユニフォーム代をかせごう！ 小学生 57

2020/2/4 西播磨 情報 賢く使おう！ネットとスマホ その他(支援) 38

2020/2/4 宝塚市 契約 悪質業者に強くなる講座 一般 20

2020/2/4 豊中市 契約 若者の消費者トラブル 高校生 38

2020/2/4 豊中市 情報 賢く使おう！ネットとスマホ 高校生 38

2020/2/5 コープこうべ くらしの知識 税務署では教えない節税のポイント 一般 15

2020/2/5 宝塚市 契約 若者の消費者トラブル 高校生 77

2020/2/6 コープこうべ 契約 悪質業者に強くなる講座 一般 14

2020/2/6 丹波 金銭教育 楽しいやりくり 高校生(支援) 23

2020/2/7 コープこうべ くらしの知識 終活・相続対策のアレコレ 一般 21

2020/2/7 東大阪市 契約 契約ってな～に？ 中学生 59

2020/2/7 宝塚市 契約 若者の消費者トラブル 高校生 40

2020/2/8 明石市 カード 知って使おう！カードいろいろ 小学生 49

2020/2/10 豊中市 契約 若者の消費者トラブル 高校生 38

2020/2/10 豊中市 情報 賢く使おう！ネットとスマホ 高校生 38

2020/2/12 コープこうべ 契約 悪質業者に強くなる講座 一般 10

2020/2/12 豊中市 金銭教育 プレゼントの値段 小学生 51

2020/2/12 豊中市 契約 若者の消費者トラブル 高校生 77

2020/2/12 豊中市 情報 賢く使おう！ネットとスマホ 高校生 77

2020/2/12 和歌山県 カード 知って使おう！カードいろいろ 中学生 64

2020/2/13 西宮市 契約 悪質業者に強くなる講座 高齢者 25

2020/2/13 兵庫県 契約 悪質業者にまけんぞう！スゴロク 高校生(支援) 5

2020/2/13 宝塚市 契約 若者の消費者トラブル 高校生 38

2020/2/13 豊中市 契約 若者の消費者トラブル 高校生 38

2020/2/13 豊中市 情報 賢く使おう！ネットとスマホ 高校生 38

2020/2/14 宝塚市 契約 若者の消費者トラブル 高校生 79
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2020/2/14 豊中市 契約 若者の消費者トラブル 高校生 39

2020/2/14 豊中市 情報 賢く使おう！ネットとスマホ 高校生 39

2020/2/14 豊中市 食育・食生活 パワーアップ朝ごはん 小学生 72

2020/2/15 コープこうべ 食育・食生活 忙しい日の食生活 ～上手に活かす中食の技～ 一般 12

2020/2/15 西宮市 契約 悪質業者に強くなる講座 一般 36

2020/2/17 コープこうべ 契約 悪質業者にまけんぞう！スゴロク 一般 9

2020/2/17 豊中市 金銭教育 ユニフォーム代をかせごう！ 小学生 31

2020/2/18 コープこうべ くらしの知識 準備はＯＫ？安心老後 一般 12

2020/2/18 コープこうべ 食育・食生活 もったいない！食べ物を大切に 一般 15

2020/2/18 西宮市 契約 悪質業者にまけんぞう！スゴロク 一般 10

2020/2/20 兵庫県 契約 悪質業者にまけんぞう！スゴロク 一般 16

2020/2/22 コープこうべ 食育・食生活 忙しい日の食生活 ～上手に活かす中食の技～ 一般 12

2020/2/22 伊丹市 契約 相談しよう！ひとりじゃない 高齢者 21

2020/2/25 宝塚市 環境 ごみをへらそう大作戦 一般 17
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