
No. 一
般

方部 日時 事業名 内容 対象 会場 事前申込 参加料 問い合わせ先

1 × 0 全県 通年 うつくしまふくしま子ども未来応
援プロジェクト　（福島県仮設住
宅に住む子どもの環境づくり業
務）

仮設住宅・復興住宅の集会所や法人事務所で子どもの居場所を開
設し、そこで遊びや学習のサポートを実施しながら、仮設住宅等で暮
らす子どもが安心して放課後や休日の時間を過ごせる環境づくりに
取り組んでいます。また参加者の周辺地域に住んでいる子どもも含
めた交流の機会となる各種イベントも実施しています。

仮設住宅、復興住宅
に住む子ども、その
近隣地区の子ども

①福島市笹谷東部仮設
住宅東集会所
毎週火・木　17時00分～
20時00分
②福島市しのぶ台仮設
住宅集会所
毎週水・金　16時00分～
20時00分
③二本松市石倉団地集
会所
毎週火・金　16時00分～
20時00分
④三春町平沢団地集会
所
毎週火16時00分～18時
00分
土13時30分～16時00分
⑤ふたば開成楽舎
毎週水・金　16時00分～
20時00分

あり なし 県北事務所
024-573-0150
県中事務所
024-983-9481

2 0 全県 10/9（月）～12/10（日） ＪＡ共済ママフェス～ふくしまマ
タニティ＆子育てママとパパ応
援フェスタ～

ふくしまのママ・パパ・マタニティママに、少しでもリラックスしてもらう
ことを目的としたイベントです。数々の育児に関する資格を持つスー
パーパパ芸人「タケト」さんがメインコーディネータとなり、各会場ママ
タレントやパパタレントがゲストとして来場、子育てに関するトークを
繰り広げます。ティタイムでは美味しい紅茶やパンをご提供。最後に
は温泉宿泊券なども当たる「お楽しみ抽選会」もあります。

県内に住むママ・パ
パ・マタニティママと
そのご家族

会津若松ワシントンホテ
ル
郡山ビューホテルアネッ
クス
いわきワシントンホテル
椿山荘
原町フローラ

あり なし ＪＡ共済ママフェス事務
局
024-536-8052

3 0 全県 ・10/17（火）
　14時00分～16時00分
（郡山会場）
・10/19（木）
　14時00分～15時30分
（会津会場）

イクボス養成講座 部下・スタッフのワーク・ライフ・バランスを考え、組織の業績の結果
を出しつつ自らも仕事と私生活を楽しむことができる上司「イクボス」
を養成するためのセミナーを開催します。

県内企業の経営者、
管理職等

・ビッグパレットふくしま
（郡山会場）
・福島県ハイテクプラザ
会津若松技術支援セン
ター

必要 無料 福島県男女共生セン
ター　事業課
0243-23-8304

4 1 県北 月～金曜日 「あかちゃんこんにちは」（月）
「いちょうひろば」（火～金）

0～3才のお友だちが家族の皆さんと遊びにきてます。お母さんだけ
でなく、お父さんやおばあちゃんと遊びに来るお友だちもいますよ。
集まった皆さんでおしゃべりを楽しんだり、子どもたちもきょうだいの
ように遊んでいます。みんなでつながって子育ての仲間をふやしま
しょう。

未就学親子 瀬上保育所　内 あり なし せのうえ子育て支援セン
ター
024-553-5390

5 1 県北 10/3（火）
10/17(火）
10/31（火）
11/7（火）
11/21（火）
12/5（火）
12/19（火）
10時00分～11時30分

BabyままCafé 福島県助産師会の協力のもと、ママと赤ちゃん同士の交流を目的に
ままカフェを開催します。
お子様のお菓子・飲み物はご持参ください。

※午後１時～４時は助産師による個別相談も行います（相談無料）。

プレママ・プレパパか
ら概ね１歳までの親
子

福島県青少年会館 なし あり
100円

ふくしま結婚・応援セン
ター
024-544-0070

平成２９年度「子育て支援を進める県民運動」関連事業
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6 1 県北 10/4（水）
10/11（水）
10/18（水）
10/25（水）
11/1（水）
11/8（水）
11/15（水）
11/22（水）
11/29（水）
12/6（水）
12/13（水）
12/20（水）
12/27（水）
10時00分～11時30分

KiｄｓままCafé お子様とママ同士の交流を目的にままカフェを開催します。
お子様のお菓子・飲み物はご持参ください。

※午後１時～４時は助産師や保育士による育児相談も行います（相
談無料）。

１歳以上、未就園児
までの親子

福島県青少年会館 なし あり
100円

ふくしま結婚・応援セン
ター
024-544-0070

7 1 県北 10/7（土）
12/2（土）
10時00分～11時30分

お産のがっこう 福島県助産師会の協力のもと、赤ちゃんを迎えるプレママ・プレパパ
向けの講座を開催します。
母子手帳、飲み物、バスタオル２～３枚ご持参のうえご参加ください。
上のお子様も一緒にどうぞ！

もうすぐパパ・ママに
なる方

福島県青少年会館 あり なし 福島県助産師会
024-573-0211

8 1 県北 10/10（火）
11/14（火）
12/12（火）
10時00分～11時30分

ママと赤ちゃんのリフレッシュ体
操

福島県助産師会の協力のもと、親子で楽しく体を動かして、ママも赤
ちゃんもリフレッシュするための体操を行います。
（講師：日本３B体操協会会員）
バスタオル、母子手帳、おんぶ紐またはだっこ紐、赤ちゃんのお出か
けセット（おむつ、飲み物等）をお持ちの上、運動できる服装でお越し
ください。

※午後１時～４時は助産師による個別相談も行います（相談無料）。

生後２ヶ月～おおむ
ね１歳までの赤ちゃ
んとそのお母さん

福島県青少年会館 あり なし 福島県助産師会
024-573-0211

9 1 県北 10/12(木)
10時30分～11時00分

ちいさなおはなしかい 赤ちゃんと一緒にわらべうたやおはなしを楽しみます。 0歳～3歳児と保護者 福島県立図書館 不要 無料 福島県立図書館
024-535-3218

10 1 県北 10/14（土）
13時00分～14時45分

平成29年度「第3回ふくしま青少
年育成セミナー～大人が変わ
るためのセミナー～」

演題：「発達障がいの理解と対応、発達障がい児・者の支援」
講師：福島学院大学准教授　佐藤祐貴
内容：発達障がい児・者に直接、間接にかかわる周囲の人が発達障
がいを理解し、その理解をもとに、それぞれの立場からどのように発
達障がい児（者）を支援していけばよいかについて学び考えるセミ
ナー

青少年の育成に関
わる者（保護者・教
師・地域・行政等）

福島県青少年会館 あり なし 福島県青少年育成県民
会議
024-546-0002

11 1 県北 10/21（土）
11/18（土）
10時00分～11時30分

親とキッズのリフレッシュ体操 一緒に体操して家族みんなでリフレッシュしましょう。
（講師：日本３B体操協会会員）
運動できる服装でおいでください。
水分補給のための飲み物は、各自ご準備ください。

未就園児とその家族 福島県青少年会館 あり なし ふくしま結婚・応援セン
ター
024-544-0070

12 × 1 県北 10/21（土）
10時00分～17時00分

子どものための心理的応急処
置1日研修

「子どものための心理的応急処置：Psychological First Aid for
Children（子どものためのPFA 」は、災害時などに、ストレスを抱えた
子どもや親・養育者のこころを傷つけずに対応するためのスキルで
す。世界保健機関（WHO）などが作成したPFAファイルをもとに、セー
ブ・ザ・チルドレンが2013 年に開発しました。子どもの認知発達段階
の特性や年齢にあわせて、誰にでもできる心の応急手当てとなって
おります。本事業では、講義とワークショップの参加型プログラムに
て、より実践的な知識を身につけることができる内容となっておりま
す。

福島県内外で子ども
支援・子育て支援に
携わっている方

福島市市民活動サポー
トセンター　会議室A

あり なし 特定非営利活動法人
ビーンズふくしま
024-573-0150

13 1 県北 10/22（日）
10時00分～15時00分

ふれあいキッズ・プログラム 「楽しい体験～やってみよう！チャレンジしよう！～」をテーマにミニュ
チュアはにわづくり体験（まほろんがやってきました。）を実施した。そ
のほか、バルーンアートや福島大学児童文化研究会・美術研究会に
よる紙芝居や読み聞かせ、似顔絵コーナーや、オリジナルクラフト作
り、缶バッジづくりなど、さまざまなコーナーを設け、来場者に大いに
楽しんでいただきました。

子どもとその保護者
や家族など

福島県青少年会館 なし なし 公益財団法人福島県青
少年育成・男女共生推
進機構
024-546-8311

2



No. 一
般

方部 日時 事業名 内容 対象 会場 事前申込 参加料 問い合わせ先

14 1 県北 10/24（火）
11/28（火）
12/26（火）
10時00分～11時30分

ベビーマッサージと助産師との
相談会

福島県助産師会の協力のもと、赤ちゃんをマッサージしたり手遊びを
したりして親子でふれあいます。
バスタオル、母子手帳、おんぶ紐またはだっこ紐、赤ちゃんのお出か
けセット（おむつ、飲み物等）をお持ちの上、運動できる服装でお越し
ください。

※午後１時～４時は助産師による個別相談も行います（相談無料）。

生後２ヶ月～おおむ
ね１歳までの赤ちゃ
んとそのお母さん

福島県青少年会館 あり なし 福島県助産師会
024-573-0211

15 1 県北 10/26（木）～11/16（木） ノーバディーズ・パーフェクトプ
ログラム（完璧な親なんていな
い）

通称NPプログラムとも呼ばれる、カナダの保健省が開発した参加者
中心型の「親学習プログラム」です。全6回の連続講座で10名前後の
グループが子育ての悩みや困りごとについて話合い、互いの知恵や
体験を出し合い学ぶことで、自らの力で解決策を見出していけるよう
になります。今まで第8期までが開催され、親の仲間づくりや孤立育
児防止にも役立っています。（平成29年福島県民間団体企画提案事
業/実施中）

0歳から5歳（就学前）
の子をもつ親

福島福祉施設協会　福
島市渡利児童センター

あり あり
1回300円

子育て支援hanaso
050-3637-8730

16 1 県北 10/27（金）
11/24（金）
12/22（金）
10時00分～12時00分

ままカフェ＠ふくしま ままカフェは、ふくしまで子育てをするお母さんたちのための場所で
す。
東日本大震災から6 年が経過した今でも、放射線に関する不安や悩
みをお持ちの方、放射線のその後の影響について心配な方はいらっ
しゃると思います。
ふくしまで子育てしていくこと、困っていることや不安な気持ち、いろ
いろな想いを安心して話せる場所です。
託児スタッフもいますので、小さいお子さんとご一緒にご参加いただ
けます。お母さんお一人の参加もOKです。
ドリンクコーナー（100円）をご用意していますが、持ち込みもOKです。

福島県内で子育てを
するお母さん

福島市保健福祉セン
ター

なし なし 特定非営利活動法人
ビーンズふくしま
024-573-0150

17 1 県北 10/29（日）
13時30分

こどもの本がつなぐスマイルプ
ロジェクト
親子ふれあい読書フェスティバ
ル　本はともだち

絵本や物語を親子で楽しむことができるおはなし会です。 小学生と保護者 福島県男女共生セン
ター

不要 無料 福島県立図書館
024-535-3218

18 1 県北 11/5（日）
13時30分～16時00分

保育士就職フェア（福島会場） 保育士として就職を希望する方を対象に就職相談会を開催します。 県内の保育施設へ
の就職を希望する方

エスパル福島
5階　ネクストホール

必要
（事前申込みが
なく当日参加でも
OK）

無料 福島県保育士・保育所
支援センター
024-521-5662

19 1 県北 11/7（火）
10時00分～12時00分

ままカフェ＠にほんまつ ままカフェは、ふくしまで子育てをするお母さんたちのための場所で
す。
東日本大震災から6 年が経過した今でも、放射線に関する不安や悩
みをお持ちの方、放射線のその後の影響について心配な方はいらっ
しゃると思います。
ふくしまで子育てしていくこと、困っていることや不安な気持ち、いろ
いろな想いを安心して話せる場所です。
託児スタッフもいますので、小さいお子さんとご一緒にご参加いただ
けます。お母さんお一人の参加もOKです。
ドリンクコーナー（100円）をご用意していますが、持ち込みもOKです。

福島県内で子育てを
するお母さん

安達公民館 なし なし 特定非営利活動法人
ビーンズふくしま
024-573-0150

20 1 県北 11/9(木)
10時30分～11時00分

ちいさなおはなしかい 赤ちゃんと一緒にわらべうたやおはなしを楽しみます。 0歳～3歳児と保護者 福島県立図書館 不要 無料 福島県立図書館
024-535-3218

21 1 県北 11/10(土)
14時00分～14時50分

あきのおはなしかい　たねのふ
しぎにせまる！　かがくのおは
なしかい

種のふしぎがわかる本を紹介し、種の模型をとばします。 小学生 福島県立図書館 必要 無料 福島県立図書館
024-535-3218
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22 1 県北 11/11（土）
10時00分～11時30分

じぃじばぁば教室 福島県助産師会の協力のもと、祖父母、あるいはもうすぐ祖父母に
なる方を対象に、安心して子どもを生み育てることのできる環境作り
の一助とするためのサロンを開催します。
赤ちゃんと一緒に参加される方は、赤ちゃんのお出かけセット（おむ
つ、飲み物等）をお持ちください。

妊娠・出産を控えた
子及び２歳までの孫
のいる方

福島県青少年会館 あり なし 福島県助産師会
024-573-0211

23 1 県北 11/12（日）
10時00分～12時30分

自然あそび事業　ファミリーデイ
キャンプ入門編～寒い季節も
楽しめる日帰りキャンプ～

自然の中でこどもがたくましくなるアウトドアプログラムを体験できま
す。
初めてのタープ設営体験、初めてのたき火体験、火を使った野外調
理など、お子さんがたくましくなること間違いなしのプログラムです。

一般親子（特に未就
学児）

ふくしま県民の森フォレ
ストパークあだたら

あり なし 公益財団法人ふくしま
フォレスト・エコ・ライフ財
団
0243-48-2043

24 1 県北 11/14（火）
11/28（火）
12/5（火）
9時45分～11時30分
12/1（金）
9時45分～10時45分（0歳
児）
11時00分～12時00分（1歳
児）

二本松地域子育て支援セン
ター親子教室

七五三やクリスマス飾りの制作など 火曜日：2歳児以上
の親子
金曜日：0,1歳児の親
子

二本松地域子育て支援
センター（二本松保健セ
ンター2階）

不要 無料 二本松地域子育て支援
センター
0243-23-0415

25 1 県北 11/15（水）
10時00分～

子育てサークル「つくしくらぶ」 「みんなでおしゃべり」 未就学児の親子 東和保健センター 不要 無料 東和保健センター
0243-66-2499

26 1 県北 11/16（木）
12/7（木）
10時00分～11時30分

子育てサークル「おひさまクラ
ブ」

「自由に遊ぼう」など 未就学児の親子 11/16：安達ヶ原ふるさと
村
12/7：安達保健福祉セン
ター

不要 無料 二本松市　健康増進課
0243-55-5110

27 1 県北 11/16（木）
11/30（木）
12/14（木）
10時00分～11時30分

岩代地域小浜子育て支援セン
ター「すくすく広場」

「クリスマス飾りを作ろう」など 未就学児の親子 岩代地域小浜子育て支
援センター（小浜保育所
内）

不要 無料 岩代地域小浜子育て支
援センター
0243-55-2124

28 1 県北 11/19（日）
10時00分～12時00分

子育て家族ふれあいデー 11月19日の「いい育児の日」に合わせ、知事とゲストによるトークセッ
ション、親子体操、昔遊び体験など、家族で楽しむことのできるイベン
トを開催します。

小学校低学年までの
子どもがいる家族

福島市十六沼公園体育
館

要 無料 福島県こども・青少年政
策課
024-521-7198

29 1 県北 11/21（水）
9時45分～12時00分

二本松地域子育て支援セン
ター育児講座

親子でお料理 未就学児の親子
（15組限定）

二本松地域子育て支援
センター（二本松保健セ
ンター2階）

必要 実費負担あり
（100～150円
程度）

二本松地域子育て支援
センター
0243-23-0415

30 1 県北 11/22（水）
12/13（水）
12/20（水）
10時00分～11時00分

安達地域子育て支援センター
「あそびの広場」

「クリスマス飾りを作ろう」、「食育講座」など 未就学児の親子
（15組限定）

安達地域子育て支援セ
ンター（あだち保育園内）

必要
（12/20のみ不
要）

無料 安達地域子育て支援セ
ンター
0243-61-3290

31 1 県北 11/22（水）
12/13（水）
10時00分～11時30分

岩代地域新殿・旭子育て支援
センター「さくらっこ広場」

「クリスマス飾りを作ろう」など 未就学児の親子 岩代地域新殿旭子育て
支援センター（いわしろさ
くらこども園内）

不要 無料 岩代地域新殿旭子育て
支援センター
0243-57-2709
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32 1 県北 1回目：11/23（木）
2回目：12/17（日）
3回目：12/23（土）
3回とも時間は、午前10時
から11時30分まで

すこやか親子セミナー 小児科医などの専門職による子育てに関する講話を３回シリーズで
行う。
1回目：子どもたちの生きる力を育てるために～今からはじめる性教
育～福島県助産師会　野地妙子さん
2回目：ふくしまっ子元気な体と心づくり～小児科医からのメッセージ
～
福島医大　横山浩之さん
3回目：子どものこころと育ち～子どもからお母さんへのメッセージ～
こじか子どもの家　佐々木景さん

・乳幼児・小学生の
お子さんを持つ保護
者
・子育て支援に関わ
る方

1・3回目：福島市保健福
祉センター
2回目：福島市市民会館

電話にて事前申
し込み要
各回先着50名

無料 福島市こども政策課母
子保健係
024-525-7671

33 1 県北 11/28（火）
13：00～15：30

福島市青少年健全育成推進大
会

１、福島市青少年健全育成功労表彰式
２、少年の主張（中学生弁論発表・松陵中学校生と活動発表）
３、記念講演　講師：湯浅　誠氏（社会活動家/法政大学教授）
　　　　　　　　テーマ：「子どもの貧困を知る」

どなたでも 福島テルサＦＴホール 要
チラシ確認のうえ
ＴＥＬ/ＦＡＸ
市ホームページ
からも可

無料 福島市こども政策課
青少年育成係
024-535-1137

34 1 県北 12/3（日）
13：30〜15：30

福島市児童虐待防止講演会 講演
テーマ：「今、子どもの世界で何が起きているか
　　　　～貧困、孤立、家庭崩壊に苦しむ子どもたち～」
講師：ジャーナリスト　石川　結貴氏

どなたでも 福島市市民会館
第二ホール

電話、ＦＡＸにて
事前申し込み要
先着120名

無料 福島市こども政策課
こども家庭係
電話：024-525-3780
ＦＡＸ：024-572-3417

35 1 県北 12/9（土）
14時00分～15時30分

アートなおはなしかい　図書館
と美術館で冬をさがそう！

図書館で冬について調べ、美術館で冬の絵を鑑賞し、クリスマスカー
ドをつくります。

5歳～小学生 福島県立図書館・福島
県立美術館

必要 無料 福島県立図書館
024-535-3218
福島県立美術館
024-531-5511

36 1 県北 12/10（日）
14：00〜16：00

福島市制施行１１０周年記念事
業　「福島市子育て講演会」

講演
テーマ：「心も体も大きくなーれ！～心をはぐくむ子育てのヒント」
講師：白梅学園大学学長・東京大学名誉教授・日本保育学会会長
汐見　稔幸氏

どなたでも こむこむ　1Ｆ
わいわいホール

電話、ＦＡＸにて
事前申し込み要
定員270名

無料 福島市こども政策課
子育て支援係
電話：024-525-3767
ＦＡＸ：024-572-3417

37 1 県北 12/10（日）
10時00分～16時00分

リビングマタニティー＆子育て
フェスタ2017

これから親になる人や子育て中の方を対象に、ワークショップやセミ
ナーを通じて子育ての楽しさを知って欲しいと企画しました。助産師
による出産の素晴らしさや充実した子育て期についての話は、多くの
女性を勇気づける内容であると思います。また、若いママたちに人気
の「おひるねアート」や「キットパス」などのワークショップを体験するこ
とで、お子さんとの素敵な思い出を作ってもらいたいとも考えていま
す。

子育てに携わってい
る方、これから親に
なる方

福島県青少年会館 あり あり
500円

株式会社福島リビング
新聞社
024-524-0871

38 1 県北 12/12（火）
12/19（火）

「つくしくらぶ」・東和地域子育て
支援センター「わくわく広場」合
同

クリスマス会など
（19日はエプロン持参）

未就学児の親子 12/12：東和地域子育て
支援センター（とうわこど
も園内）
12/19：東和保健セン
ター

不要
（12/19のみ必
要）

無料
（19日は会費
200円）

東和保健センター
0243-66-2499
または
東和地域子育て支援セ
ンター
0243-24-8125

39 1 県北 12/14(木)
10時30分～11時00分

ちいさなおはなしかい 赤ちゃんと一緒にわらべうたやおはなしを楽しみます。 0歳～3歳児と保護者 福島県立図書館 不要 無料 福島県立図書館
024-535-3218

40 1 県北 12/15（金）
9時45分～12時00分

二本松地域子育て支援セン
ター「親子おたのしみ会」

手遊び、リズム体操など 未就学児の親子
（親子で100名限定）

二本松文化センター　日
本間

必要 会費100円 二本松地域子育て支援
センター
0243-23-0415

41 1 県北 12/16（土）～12/23（土） 福島中央子ども劇場第30回地
域公演「いしぐろ絵本」「ゴッコマ
ンのだいじなもの」

地域の会員以外の子ども達にも生の舞台の楽しさを提供することを
目的に、毎年クリスマスの時期に開催しています。
今年は幼児向け人形劇「いしぐろ絵本」と小学生向けの舞台「ゴッコ
マンのだいじなもの」の上演です。

県北地方に在住の
幼児～大人

福島市中央学習セン
ター
他　4会場　6公演

あり
当日券もありま
す

あり
1,000円

福島中央子ども劇場
024-533-7323
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42 × 1 県北 12/16（土）
13時30分～16時00分

ポジティブ・ディシプリン入門編
たたかない、怒鳴らない子育て
講座

「ポジティブ・ディシプリン」（前向きなしつけ）は、セーブ・ザ・チルドレ
ンが普及しているたたかない、怒鳴らない子育ての考え方です。「ポ
ジティブ・ディシプリン」は18時間かけて行うプログラムですが、今回
は2時間半で、「なぜ子どもをたたいたり、怒鳴ったりしてはいけない
のか」「たたかれなくても子どもが大切なことを学ぶにはどうしたら良
いのか」について考え、ワークを交えながら参加者同士で学びます。
そしてこの考え方を日々の支援活動にどう活かせるか、話し合いま
す。

福島県内で子ども支
援、子育て支援に携
わっている方
子ども支援に関心の
ある方

福島市市民活動サポー
トセンター　多目的ホー
ル

あり なし 特定非営利活動法人
ビーンズふくしま
024-573-0150

43 1 県北 12/21（木）
13時15分～14時30分

二本松地域子育て支援セン
ター「育児セミナー」

小児科医によるセミナー「子どものスキンケア」 未就学児の親子 二本松地域子育て支援
センター（二本松保健セ
ンター2階）

不要 無料 二本松地域子育て支援
センター
0243-23-0415

44 1 県北 12/23（土）
11時00分～11時40分

クリスマス ミステリー ツアー 図書館のいつもは入れない場所をご案内し、クリスマスの絵本を紹
介します。

5歳～小学生 福島県立図書館 必要 無料 福島県立図書館
024-535-3218

45 2 県中 毎週火･木
9時30分～11時30分
※学校冬期休業期間は、
児童クラブがあるためお休
み

なかよしクラブ 運動会ごっこ、体操、ダンス、お面作り、戸外遊び、クリスマスなどア
イディアを出し合い参加者皆さんで楽しみます。

どなたでも うつみね児童館 不要 無料 うつみね児童館
TEL　0248(76)1220

46 2 県中 通年 ムシテックワールドプログラム ムシテックワールドでは、平日は学校等を対象としたプログラムを実
施していますが、休日、祝祭日や学校の長期休業期間は、一般を対
象とし、親子で活動できるプログラムを実施しています。プログラム
は、工作、実験、フィールドワーク、サイエンスショーなど親子で楽し
める多彩なプログラムを実施しています。

幼児から大人まで ふくしま森の科学体験セ
ンター

なし あり（入館料）
大人　400円
大・高　200円
小・中　100円
その他材料
費

公益財団法人ふくしま科
学振興協会
0248-89-1120

47 2 県中 10/4（水）
11/8（水）
12/6（水）
11時30分～

三春町地域子育て支援セン
ター
「おはなし〝あのね″」

保育士と一緒に手遊びやうた、お話を楽しみます。 就学前のお子さんと
保護者

三春町地域子育て支援
センター

不要 無料 三春町地域子育て支援
センター
0247-62-0555

48 2 県中 10/4（水）
10/18（水）
11/1（水）
11/15（水）
12/6（水）
12/20（水）
9時30分～10時30分

町立三春病院　育児相談 小児科受診までではないが、育児に関して悩みごとがある・・という
方は、小児科担当医師・看護師・北支など、専門職が相談時応じま
す。

0歳から15歳（中学校
卒業まで）のお子さ
んがいるご家族の方

町立三春病院小児科外
来

不要 無料 町立三春病院
0247-62-3131

49 2 県中 10/6（金）
11/10（金）
12/8（金）
11時00分～

三春町地域子育て支援セン
ター
「ハピハピDay」

お母さんがちょっとひと休みできるティータイムです。新しいお友達と
お話をするなど、楽しいひと時を過ごします。

就学前のお子さんと
保護者

三春町地域子育て支援
センター

不要 無料 三春町地域子育て支援
センター
0247-62-0555

50 2 県中 10/10（火）
11/14（火）
12/12（火）
9時00分～11時00分

ひよこクラブ 未就園(0歳～４歳）の親子の交流の場を提供します。

～お話会・制作遊び・ミニ発表会（園児の発表を見る）など～

須賀川市在住の未
就園（0～4歳）の親
子

須賀川市立仁井田幼稚
園

4月に申込み おやつ代金
毎回100円

仁井田幼稚園
0248-78-2767

51 2 県中 10/12(木)
11/9(木)
9時30分～11時00分

ドレミクラブ 未就園児の親子を対象に子育て支援として、年に10回幼稚園で遊び
ます。保護者同士の情報交換もできます。

須賀川市内に住んで
いる未就園児親子

稲田幼稚園 年間での登録制 年間500円 稲田幼稚園
0248-62-6050
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52 2 県中 10/12（木）
11/09（木）
12/14（木）
10時00分～12時00分

ままカフェ＠こおりやま ままカフェは、ふくしまで子育てをするお母さんたちのための場所で
す。
東日本大震災から6 年が経過した今でも、放射線に関する不安や悩
みをお持ちの方、放射線のその後の影響について心配な方はいらっ
しゃると思います。
ふくしまで子育てしていくこと、困っていることや不安な気持ち、いろ
いろな想いを安心して話せる場所です。
託児スタッフもいますので、小さいお子さんとご一緒にご参加いただ
けます。お母さんお一人の参加もOKです。
ドリンクコーナー（100円）をご用意していますが、持ち込みもOKです。

福島県内で子育てを
するお母さん

NPO法人子育て支援コ
ミュニティプチママン

なし なし 特定非営利活動法人
ビーンズふくしま
024-573-0150

53 2 県中 10/18（水）
11/22（水）
12/13（水）

三春町地域子育て支援セン
ター
「たのしいせいさく」

季節のせいさくを親子で作って楽しみます。 就学前のお子さんと
保護者

三春町地域子育て支援
センター

不要 無料 三春町地域子育て支援
センター
0247-62-0555

54 2 県中 10/20（金）
11/17（金）
12/15（金）
10時00分～12時00分

三春町地域子育て支援セン
ター
「のびのびの日」

お子さんの身長体重を測定し成長を確認したり、心配なことがあれば
保健師に相談することができます。また、離乳食の進め方について、
具体的に栄養士からお話を聞くことができます。

離乳食期のお子さん
と保護者

三春町地域子育て支援
センター

不要 無料 三春町地域子育て支援
センター
0247-62-0555

55 × 2 県中 10/22（日）
10時00分～17時00分

子どものための心理的応急処
置1日研修

「子どものための心理的応急処置：Psychological First Aid for
Children（子どものためのPFA 」は、災害時などに、ストレスを抱えた
子どもや親・養育者のこころを傷つけずに対応するためのスキルで
す。世界保健機関（WHO）などが作成したPFAファイルをもとに、セー
ブ・ザ・チルドレンが2013 年に開発しました。子どもの認知発達段階
の特性や年齢にあわせて、誰にでもできる心の応急手当てとなって
おります。本事業では、講義とワークショップの参加型プログラムに
て、より実践的な知識を身につけることができる内容となっておりま
す。

福島県内外で子ども
支援・子育て支援に
携わっている方

ミューカルがくと館　中
ホール

あり なし 特定非営利活動法人
ビーンズふくしま
024-573-0150

56 2 県中 10/26（木）
9時30分～11時30分

子育て支援講座―人形劇―
「親子で心を豊かにしましょう」

劇団「赤いトマト」による幼児向けの人形劇を親子で観賞します。 どなたでも うつみね児童館 不要 無料 うつみね児童館
TEL　0248(76)1220

57 2 県中 10/27（金）
9時00分～15時00分

親子遠足 親子で県外にて、元気に活動する仲間に家庭児童も参加です。 一般の親子及び一
般の方

だいこん畑の保育園ゆう
ぎ室

あり なし 一般社団法人石井記念
会　だいこん畑の保育園
024-973-6376

58 2 県中 10/27（金）
11/29（水）
12/20（水）
11時30分～

三春町地域子育て支援セン
ター
「お誕生会」

同じ月に産まれたお子さんを、おうちの方と一緒に大きなケーキを囲
んでお祝いをします。身体測定や手形を押して自分だけの誕生カー
ドを作ります。

就学前のお子さんと
保護者

三春町地域子育て支援
センター

要 無料 三春町地域子育て支援
センター
0247-62-0555

59 2 県中 10/31（火）
11/30（木）
12/22（金）
10時00分～11時30分

ままカフェみはる 三春町で出産、子育てをしていくママたちの出会いとふれあいのカ
フェです。産前・産後のママの健康にちて、乳房ケアや授乳につい
て、赤ちゃんの発育測定や子育てについて、お茶を飲みながらゆっ
たりした気持ちで、助産師や保健師に相談したり、同じ子育てをして
いる方とお話ができます。

妊婦
産後1年未満のママ

三春町保健センター 要 無料 三春町子育て支援課
0247-62-0055

60 2 県中 10/31（火）
11/28（火）
12/19（火）
10時00分～11時00分

三春町地域子育て支援セン
ター
「出前おはなし会」

図書館のスタッフにより、楽しい絵本の読み聞かせやお話をします。 就学前のお子さんと
保護者

三春町地域子育て支援
センター

不要 無料 三春町地域子育て支援
センター
0247-62-0555

61 2 県中 11/9（木）
10時00分～11時00分

人形劇 親子での参加によって、園児と共に人形劇を楽しみます。 一般の親子及び一
般の方

だいこん畑の保育園ゆう
ぎ室

あり なし 一般社団法人石井記念
会　だいこん畑の保育園
024-973-6376
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62 × 2 県中 11/9（木）
13時00分～16時00分

災害時子どものケア支援力養
成研修『子どもに安心・安全な
居場所づくり』

本事業は、東日本大震災後に公益財団法人日本ユニセフ協会が作
成した『子どもにやさしい空間』ガイドブックをもとに、講義やワーク
ショップを行う参加型で、考え方や実践に活かせる知識を学ぶ内容と
なっております。
災害や事故などの緊急事態は、子ども達を取りまく環境や生活習慣
を変化させ、心身の健康や発達・成長にもさまざまな影響を与えま
す。そのような状況下で、子ども達を一日でも早く日常の生活に近づ
けるためには、子ども達が安心して安全に過ごせる居場所が必要と
なります。『子どもにやさしい空間』は避難所などの限られた場所でも
子ども達に居場所を提供でき、迅速な心のケアを進めることができま
す。

福島県内で子ども支
援・子育て支援・復
興支援に携わってい
る方
県外で福島の子ども
支援に携わっている
方

ミューカルがくと館 あり なし 特定非営利活動法人
ビーンズふくしま
024-573-0150

63 2 県中 11/10（金）
18時00分～19時00分

子どもの発達と食べものの話 子どもの発達と食べもののお話を聞きます。 一般の親子及び一
般の方

だいこん畑の保育園ゆう
ぎ室

あり なし 一般社団法人石井記念
会　だいこん畑の保育園
024-973-6376

64 × 2 県中 11/11（土）
11/12（日）
11/18（土）
11/19（日）

ノーバディーズ・パーフェクトファ
シリテーター養成講座

ノーバディーズ・パーフェクト（以下NP）は、完璧ではない私たちがお
互いに認め合い、支え合う子育てを大切にします。当研修では、NP
プログラムを準備・計画・進行ができる、認定されたファシリテーター
を養成する研修となっております。多様化する子育て環境において、
1人でも多くの母親が少しでも自信をもって子育てに向き合えるよう、
支援者が支えられる環境になることを願い、本事業を行います。

福島県内で子ども支
援・子育て支援に携
わっている方

学校法人郡山開成学園
郡山女子大学　大会議
室

あり あり
テキスト代
2,000円

特定非営利活動法人
ビーンズふくしま
024-573-0150

65 2 県中 11/12（日）
10時00分～15時00分

ニコニコこども館まつり2017 子ども達の健やかな成長を願い、親子や友達と一緒に楽しめる場を
提供し、親子のふれあいを深め、心と体のリフレッシュを図るととも
に、地域社会全体で取り組む子育て支援の気運を高める。

親子 こども総合支援センター
（ニコニコこども館）

なし なし こども支援課
024-924-2581

66 2 県中 11/13（月）～11/17（金）
9時00分～お昼まで

保育士体験 9:00～お昼ごはんまでを、保育士の立場で楽しみます。 一般の親子及び一
般の方

だいこん畑の保育園ゆう
ぎ室

あり あり
給食費として
300円

一般社団法人石井記念
会　だいこん畑の保育園
024-973-6376

67 2 県中 11/16（木）
12/14（木）
10時15分～12時00分

親子ふれあい教室 子育て中の母親や子どもの遊びの教室 子育て中の母親等と
その子ども

子育て支援課
キッズルーム

なし なし 小野町役場
子育て支援課
0247-72-2212

68 2 県中 11/18（土） 第4回アスレチック＆総合活動
館開放（特別支援児対象）

特別支援学校・学級に在籍する子どもたちに、みどりの広場のアスレ
チックと総合活動館を開放し、思い切り体を動かす機会を提供すると
ともに、体力の増進を図る。

特別支援学校・学級
に在籍する児童・生
徒とその家族

郡山自然の家 不要 無料 福島県郡山自然の家

69 2 県中 11/19（日） 第4回アスレチック＆総合活動
館開放（一般開放）

なかなか外で遊べない子どもたちに、みどりの広場のアスレチックと
総合活動館を開放し、思い切り体を動かす機会を提供するとともに、
体力の増進を図る。

普通学校・学級に在
籍する児童・生徒と
その家族

郡山自然の家 不要 無料 福島県郡山自然の家

70 2 県中 11/20（月）
12/11（月）
10時15分～12時00分

ママのリフレッシュ教室 子育て中の母親を対象としたヨガ教室 子育て中の母親 子育て支援課
キッズルーム

なし なし 小野町役場
子育て支援課
0247-72-2212

71 2 県中 11/21（火）
9時00分～12時00分

子どもの相談室 言葉の遅れや行動など、子どもの発達について
臨床心理士が対応する相談事業

子どもの発達に不安
がある保護者

子育て支援課
キッズルーム

なし なし 小野町役場
子育て支援課
0247-72-2212

72 2 県中 11/23（祝・木）
13時30分～16時00分

保育士就職フェア（郡山会場） 保育士として就職を希望する方を対象に就職相談会を開催します。 県内の保育施設へ
の就職を希望する方

郡山女子大学
建学記念講堂　小ホー
ル

不要 無料 福島県子育て支援課
024-521-8205

73 2 県中 11/26（日） キンボール教室 ニュースポーツの楽しさを体験するとともに、家族や親子・仲間との
交流を深める。

小中学生とその家族 郡山自然の家 必要 小学生560円
中学生以上
580円

福島県郡山自然の家
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74 2 県中 12/3（日） 親子でハッピークリスマス！ クリスマスプレートやミニ門松づくりを通し、季節を感じながら家族や
親子・仲間とのふれあいを深める。

幼児・小学生・中学
生とその家族

郡山自然の家 必要 小学生未満
1,000円
大人1,100円
小学生1,050
円

福島県郡山自然の家

75 2 県中 12/9（土） 第5回アスレチック＆総合活動
館開放（特別支援児対象）

特別支援学校・学級に在籍する子どもたちに、みどりの広場のアスレ
チックと総合活動館を開放し、思い切り体を動かす機会を提供すると
ともに、体力の増進を図る。

特別支援学校・学級
に在籍する児童・生
徒とその家族

郡山自然の家 不要 無料 福島県郡山自然の家

76 2 県中 12/10（日） 第4回アスレチック＆総合活動
館開放（一般開放）

なかなか外で遊べない子どもたちに、みどりの広場のアスレチックと
総合活動館を開放し、思い切り体を動かす機会を提供するとともに、
体力の増進を図る。

普通学校・学級に在
籍する児童・生徒と
その家族

郡山自然の家 不要 無料 福島県郡山自然の家

77 2 県中 12/19（火）
10時15分～12時00分

育児教室 予防接種や乳幼児健康診査の説明等に関する教室 生後1～2か月の
子どもと保護者

子育て支援課
キッズルーム

なし なし 小野町役場
子育て支援課
0247-72-2212

78 3 県南 通年 しらかわコオーディネーショント
レーニングプロジェクト

子どもの運動教室、親子運動教室、子育て講座 市民 市内各所 無 白河市教育委員会学校
教育課

79 3 県南 10/18（水）
11/15（水）
12/20（水）
10時00分～12時00分

ままカフェ＠しらかわ ままカフェは、ふくしまで子育てをするお母さんたちのための場所で
す。
東日本大震災から6 年が経過した今でも、放射線に関する不安や悩
みをお持ちの方、放射線のその後の影響について心配な方はいらっ
しゃると思います。
ふくしまで子育てしていくこと、困っていることや不安な気持ち、いろ
いろな想いを安心して話せる場所です。
託児スタッフもいますので、小さいお子さんとご一緒にご参加いただ
けます。お母さんお一人の参加もOKです。
ドリンクコーナー（100円）をご用意していますが、持ち込みもOKです。

福島県内で子育てを
するお母さん

マイタウンしらかわ なし なし 特定非営利活動法人
ビーンズふくしま
024-573-0150

80 3 県南 11/17（金）
13時30分～15時00分

子育て講演会
※たんぽぽサロンより報告済み

講師：菊池信太郎
「子どものたちの未来のために私たちにできること」

どなたでも 白河市立図書館 不要 無 たんぽぽサロン
0248-21-7337
または090-7073-7521
（永野）

81 3 県南 11/17（金）
13時30分～15時00分

子育て講演会「子どもたちの未
来のために私たちにできること」

郡山市の小児科医であり、復興庁委員も務めている菊池信太郎先
生を講師にお迎えし、「子どもたちの未来のために私達にできること」
というテーマで子育て講演会を開催します。

子育て中の方、子育
て支援者、保健師、
保育士、行政関係
者・・・など、どなたで
も参加できます。

白河市市立図書館　り
ぶらん中会議室

なし なし 白河市地域子育て支援
拠点事業　たんぽぽサ
ロン
0248-21-7337
10時00分～15時00分
（火曜日・水曜日・金曜
日のみ）

82 3 県南 11/26（日）
10時00分～11時30分

白河市ファミリーサポート交流
会

親子で楽しめるふれあい遊び・ゲーム＆クリスマス製作（予定） 白河市ファミリーサ
ポート「まかせて会
員」及び「おねがい会
員」

白河市中央福祉セン
ター

有 無 白河市ファミリーポート
センター
0248-21-9907

83 3 県南 12/4（月）
3/26（月）
[午前の部]10時30分～11
時45分
[午後の部]13時00分～14
時30分

「遠野のわらべ唄」講座 昔から伝わる子育ての知恵の詰まったわらべうた [午前の部]生後6か
月くらいまでの赤ちゃ
んとその保護者
[午後の部]支援者
（子育て関係者等）

たんぽぽサロン 有 [午前の
部]500円
[午後の
部]1,000円

ＮＰＯ法人子育て環境を
考える虹の会
090-7073-7521（永野）
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84 3 県南 12/22（金）
18時00分～20時00分

しらかわコオーディネーショント
レーニング講演会

子育て、教育講演会 市民他 白河市役所 有 無 白河市教育委員会学校
教育課

85 4 会津 11/14（火）
10時00分～11時00分

七五三 七五三にちなんで、千歳あめを入れる袋を作ります。親子で一緒に、
記念に残る作品作りを行います。

0～就学前のお子さ
んとその保護者

東町のびやか保育園 なし なし 東町のびやか保育園
0241-21-1303

86 4 会津 11/14（火）
10時30分～11時30分

子育て講座「もちつき大好き！」 昔ながらの杵と臼を使って、もちつきを体験します。 未就園児の親子 会津美里町子育て支援
センターすくすくハウス

あり あり
50円

NPO子育てネットワーク・
ぽけっと
0242-54-6648

87 4 会津 11/15（水）
10時00分～（水）

スイートポテト作り 秋の味覚、さつま芋を使って、親子でスイートポテトを作って食べよ
う。

0～3才位の親子 博愛園子育て支援セン
ター

あり なし 社会福祉法人博愛会博
愛園
0242-27-3636

88 4 会津 11/21（水）
10時00分～11時00分

手作りおもちゃ作り 親子で簡単にできるおもちゃを一緒に作ります。
身近なものを使って子どもと一緒にすすめていきます。

0～2歳のお子さんと
その保護者

東町のびやか保育園 なし なし 東町のびやか保育園
0241-21-1303

89 4 会津 11/23（木）
10時00分～15時45分

「チャレンジふくしま県民運動
よしもと×ふくしま　みんなで
チャレンジ大運動会　in鶴ヶ城
体育館」

「スポーツ」と「笑い」を通じて、子ども達の笑顔と元気につなげる運動
会を開催します。よしもとのお笑い芸人と一緒に身体を動かし、更に
は、トップアスリートの身体能力の素晴らしさに触れ、スポーツの楽し
さを体感しましょう。

小学3～6年生 鶴ヶ城体育館（会津若松
市）

11月10日(金)ま
でに、
fa@yoshimoto.co.
jpへ、件名を「福
島県・運動会参
加希望」と記載
し、本文に、参加
希望者氏名・フリ
ガナ、参加希望
者の年齢・学年、
参加希望人数、
お住まいの県・市
町村名を記載し
て、メールを送信
してください。

無料 よしもとクリエイティブ・
エージェンシー運動会事
務局　03－3209－8197

90 4 会津 11/24（金）
10時00分～11時00分

のびのび子ども広場 身体測定を行い看護師によるその時季に子どもがかかりやすい病気
の話を聞きます。
その後健康相談も行います。

0～2歳児 東町のびやか保育園 なし なし 東町のびやか保育園
0241-21-1303

91 4 会津 12/2（土）
12/3（日）

手作り森のクリスマス クリスマスケーキ、クラフトづくりを通して、楽しみながらケーキを作っ
たり、自然素材を工夫して工作したりすることにより、家族やグルー
プ間の交流、親睦を深めます。

小・中学生とその家
族

福島県会津自然の家 必要
11/11（土）～
11/21（火）

ケーキ材料代
1ロール1,540
円
クリスマス
キャンドル代
1作品50円
バイキング昼
食代
500円

福島県会津自然の家
0242-83-2480

92 4 会津 12/16（土）
10時00分～11時30分

ちゅんちゅんらんど（プチクリス
マス）

クリスマス制作を行ったり、在園児のおともだちの劇発表を見た後
に、みんなでクリスマスケーキを食べます。

未就園児 こばとらんど なし なし こばとらんど
0242-24-5810

93 4 会津 12/17(日)
13時30分～15時00分

ミュージアムイベント「クリスマ
スコンサート」

クリスマスにちなんだ名曲、一度は聴いたことがある名曲など、クラ
シックの魅力をたっぷり堪能できます。

どなたでも 福島県立博物館 不要 無料 福島県立博物館
TEL　0242-28-6000

94 4 会津 12/20（水）
10時00分～11時00分

赤ちゃん交流広場　ばんびクラ
ブ

親子の交流会です。
身体測定、育児相談、ふれあい遊びなども行います。

おおむね7ヶ月～1歳
6ヶ月の親子

ふれあいハウス あり なし 会津若松中央保育所
0242-28-6926
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95 4 会津 1/26（水）
2/8（木）
3/1（木）
10時00分～

あそびむしランド “あそびむしランド”イベント、ぜひ参加してください
1月26日（水）　10:00～　かいものごっこ
2月8日（木）   10:00～　クッキング「クラッカートッピング」
3月1日（木）   10:00～　ひなまつり

“子育て支援サークル”として、0～5才児対象に「子育て相談」「園庭
開放」「絵本の貸し出し」等、行っています。

0～5才児 若松第三保育園 あり なし 若松第三保育園
0242-27-1470

96 5 南会津 12/17（日）
12/23（土）

親子食育教室 よい食習慣づくりのためのお話と地元産の食材を使い、バランスの
良い献立の調理実習、試食を行います。

小学生と保護者 下郷ふれあいセンター 必要 無料 下郷町役場健康福祉課
0241-69-1199

97 5 南会津 12/23（土） 下郷町家庭教育支援事業
ファミリーコンサート『音楽のお
くりもの』

０才からはじめてのクラシック「わいわいコンサート」と
４才から三世代で楽しむクラシック「アフタヌーンコンサート」の２部構
成です。

どなたでも 下郷ふれあいセンター 不要 無料 下郷町教育委員会
0241-69-1168

98 6 相双 10/15（日）
13時00分～16時00分

かえっこ×コソダテ　キッズサー
クル〈秋〉

キッズサークル〈秋〉は、「世界手洗いの日」にちなんだ手と手洗いを
テーマとする体験型のワークショップを通して、子どもたちに新たな｢
発見｣と｢学び」の機会を提供し、いきいきと健やかに成長できる場づ
くりを目指すプログラムです。

小学生・未就学児及
び保護者ほか

南相馬市民文化会館 多
目的ホール

なし なし もとまつりまちづくりラボ
0244-23-2881

99 6 相双 10/16（月）
11/13（月）
12/11（月）
10時00分～12時00分

ままカフェ＠みなみそうま ままカフェは、ふくしまで子育てをするお母さんたちのための場所で
す。
東日本大震災から6 年が経過した今でも、放射線に関する不安や悩
みをお持ちの方、放射線のその後の影響について心配な方はいらっ
しゃると思います。
ふくしまで子育てしていくこと、困っていることや不安な気持ち、いろ
いろな想いを安心して話せる場所です。
託児スタッフもいますので、小さいお子さんとご一緒にご参加いただ
けます。お母さんお一人の参加もOKです。
ドリンクコーナー（100円）をご用意していますが、持ち込みもOKです。

福島県内で子育てを
するお母さん

原町保健センター なし なし 特定非営利活動法人
ビーンズふくしま
024-573-0150

100 6 相双 11/19（日）
9時30分～11時30分

平成29年度　みんなで子育て
ワイワイショップ

みんなでダンスを踊ったり、親子スタンプラリーをしながらお店屋さん
ごっこを楽しむことができます。

小学校低学年くらい
までの親子

相馬市総合福祉セン
ター　はまなす館

なし なし 相馬市子育て支援連絡
会
0244-36-5591

101 × 6 相双 11/29（水）
13時30分～15時30分

支援者研修『乳幼児のこころと
からだを育む運動あそび』

乳幼児期の運動、運動遊びの必要性について座学で学ぶほか、「組
遊び」や「鬼ごっこ」について実際に体を動かしながら学びます。

福島県内で活動する
乳幼児の体力向上
や運動遊びの普及
に関心のある支援者
（保育士、幼稚園教
諭、保健師、子育て
支援センター職員
等）

ひばり生涯学習センター あり なし 特定非営利活動法人
ビーンズふくしま
024-573-0150

102 6 相双 12/10（日）
13時00分～16時00分

かえっこ×コソダテ　かえっこバ
ザール＠ゆめはっと

美術家の藤浩志氏が考案した遊びの仕組みで、「カエルポイント」を
介して遊ばなくなったおもちゃを交換する「かえっこ」を実施することに
より、子どもたちに様々な関係性を育む機会を提供するとともに、地
域の様々な世代と子育て中の家族の交流を目指します。

小学生・未就学児及
び保護者ほか

南相馬市民文化会館 多
目的ホール、ギャラリー

なし なし もとまつりまちづくりラボ
0244-23-2881

103 7 いわき 通年事業 家庭訪問型子育て支援ホーム
スタート

6歳未満の子どもがいる家庭に、研修を受けた地域の子育て経験者
が、週に1回2時間程度訪問し、「傾聴」（親の気持ちを受け止めて話
を聴くこと）と「協働」（親と一緒に家庭や育児外出などをすること）を
する家庭訪問型子育て支援です。

妊婦、未就学児がい
るご家庭

NPOこみゅーん あり なし 特定非営利活動法人
Commune with 助産師
0246-23-3303
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104 7 いわき 10/24（火）
11/28（火）
12/26（火）
10時00分～12時00分

ままカフェ＠いわき ままカフェは、ふくしまで子育てをするお母さんたちのための場所で
す。
東日本大震災から6 年が経過した今でも、放射線に関する不安や悩
みをお持ちの方、放射線のその後の影響について心配な方はいらっ
しゃると思います。
ふくしまで子育てしていくこと、困っていることや不安な気持ち、いろ
いろな想いを安心して話せる場所です。
託児スタッフもいますので、小さいお子さんとご一緒にご参加いただ
けます。お母さんお一人の参加もOKです。
ドリンクコーナー（100円）をご用意していますが、持ち込みもOKです。

福島県内で子育てを
するお母さん

チャイルドケアトータル
サポートサービス　ウェ
ンディいわき

なし なし 特定非営利活動法人
ビーンズふくしま
024-573-0150

105 7 いわき 11/16（木）
12/7（木）

助産師のいるサロン 11月6日　栄養士の話もきける
　　　　　　0歳から1歳0ヶ月までの赤ちゃんサロンです。「離乳食のす
すめ方」についての講話があります。
12月7日　はいはい赤ちゃんから1歳お誕生月までのサロンです。「イ
ンフルエンザ、胃腸炎について」の講話があります。

妊婦、乳児と保護者 安盛会館 なし なし 特定非営利活動法人
Commune with 助産師
0246-23-3303

106 7 いわき 11/28（火）
12/10（日）

にこにこ・らくらく「離乳食」
おんぶでクッキンぐぅ～！

11月28日（火）2回食の頃
12月10日（日）3回食の頃
「食育」は、乳幼児の母乳育児や離乳食から始まります。
乳児期の大切な栄養・離乳食について学び、便利で赤ちゃんの育ち
に良い「おんぶ」をして調理をします。できあがった離乳食は、みんな
で楽しく会食しましょう。
助産師によるおんぶの練習、何でも相談、栄養士のアレルギーレシ
ピ相談もあります。

乳児と保護者 NPOこみゅーん あり なし 特定非営利活動法人
Commune with 助産師
0246-23-3303

107 × 7 いわき 11/28（火）
14時00分～16時00分

支援者研修『乳幼児のこころと
からだを育む運動あそび』

乳幼児期の運動、運動遊びの必要性について座学で学ぶほか、「組
遊び」や「鬼ごっこ」について実際に体を動かしながら学びます。

福島県内で活動する
乳幼児の体力向上
や運動遊びの普及
に関心のある支援者
（保育士、幼稚園教
諭、保健師、子育て
支援センター職員
等）

いわき市立総合体育館 あり なし 特定非営利活動法人
ビーンズふくしま
024-573-0150

108 7 いわき 12/2（土）
13時00分～
12/3（日）
13時30分～

企画事業「親子のつどい」 小学生とその家族を対象に交流ゲーム、野外炊飯、クリスマスリース
作りなどを行い、家族間の交流を図る。

小学生とその家族 福島県いわき海浜自然
の家

11/22まで葉書に
て申込み

2,500円（１家
族）

福島県いわき海浜自然
の家　0246-32-7700
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