
平成２7年度「子育て支援を進める県民運動」関連事業一覧

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 9/19（土）　ほか
計18回開催
※別紙参照

学校連携共同ワークショップ アーティストを講師に招き、各学校で児童・生徒対象のアートワーク
ショップを開催します。アーティストが児童・生徒と交流しながら創作
活動を楽しみます。

福島県内の幼・小・
中・高等学校

各開催校
※別紙参照

要 無料 福島県文化スポーツ局
文化振興課
024-521-7154

2 0 全県 通年実施 出前講座事業（食の安全教室）   出前講座の依頼のあった小・中学校へ保健福祉事務所の職員を
派遣し、正しい手洗いの方法等の体験学習などを実施し、食生活に
おける基本的な衛生管理について学ぶ機会を提供します。

小学生、中学生 依頼のあった小・中学校 必要
（開催の１ヶ月以
上前）

無料 県庁食品生活衛生課
024-521-7245

3 0 全県 通年実施 小学校への獣医師派遣事業   本事業の開催依頼のあった小学校へ、保健福祉事務所の獣医師
職員を派遣し、学校飼育動物の飼養管理方法の講話や動物との接
し方等の体験学習を実施し、動物に関する正しい知識と命の大切さ
を学ぶ機会を提供します。

小学生 依頼のあった小学校 必要
（開催の１ヶ月以
上前）

無料 県庁食品生活衛生課
024-521-7245

4 1 県北 10/14（水）10：00～11：00
11/25（水）10：00～11：00

親子３Ｂ体操教室 親子で楽しく参加できる体操です。 1歳～未就学児と保
護者

福島市蓬莱支所　大会
議室

あり なし あすなろ保育園
024-549-1280
024-548-4154

5 1 県北 10/16（金）
「リトミック」
　１部　１０：００～１０：３０
　２部　１０：４０～１１：１０

桑折町子育て支援事業
「リトミック」

　子育て中の親子同士の交流や情報交換、体験活動を通して、家
庭・地域の子育て力の向上につなげることを目的に実施します。
　また、保育士や保健師等による保育相談や栄養相談も併せて行
います。

就学前のお子さんと
保護者

桑折町保健福祉セン
ター「やすらぎ園」

必要 無料 桑折町教育委員会内
「子育て支援課」
０２４－５８２－２４０３

6 1 県北 10/16(金)
12/2(水)
１０：００～１２：００

離乳食教室 　離乳食を適切に進められるように、実際に離乳食作りを実施しま
す。管理栄養士による栄養相談や保健師より事故予防や町内の育
児サークルについての情報提供等も行います。

乳幼児と保護者(桑折
町民)

桑折町保健福祉セン
ター「やすらぎ園」

必要 無料 桑折町保健福祉課
０２４－５８２－１１３３

7 1 県北 10/19(月)
11/16（月）
12/10（木）
原則１０：００～１１：００

母親クラブ 　子育て中の保護者相互の連携、情報交換を行い家庭児童の福祉
向上を目的としています。
　１２月１０日（木）は、子育て支援センター・手づくりおやつの会との
合同「お楽しみ会」を開催します。

就園前のお子さんと
その保護者

桑折町児童館 事前申込はいら
ないが、登録が
必要

無料 桑折町児童館
０２４－５８２－１５００

8 1 県北 10/20（火）
9:30～11:30

子育て支援センター合同親子
交流会

市内の子育て支援センター（５箇所）合同のイベントとして、「親子ふ
れあい遊び」を開催する。
体育館に大きな紙を広げ、クレヨンを使っていろいろなものを描きま
す。

未就学児とその保護
者（約50組）

岩代総合体育館
（二本松市）

10/16まで申込
書により各支援
センターへ申込
み。

無料 各子育て支援センター
二本松地域：0243-23-
0415、安達地域：0243-61-
3290、岩代地域（小浜）：
0243-55-2124、岩代地域
（旭・新殿）：0243-57-
2709、東和地域：0243-24-
8125、二本松市子育て支
援課：0243-55-5094

9 1 県北 10/22（木）
11/19（木）
12/10（木）
９：３０～１２：００

手づくりおやつの会 　栄養バランスの良い食事を調理し、皆で会食します。管理栄養士
による栄養相談も実施します。
　１２月１０日（木）は子育て支援センター・母親クラブとの合同「お楽
しみ会」を開催します。

乳幼児と保護者(桑折
町民)

桑折町保健福祉セン
ター「やすらぎ園」

必要 食材料として
一家族300円

桑折町保健福祉課
０２４－５８２－１１３３

10 1 県北 10/23（金）10：00～11：00
11/27（金）10：00～11：00

どんぐりやまセミナー 10/23　栄養士指導による簡単クッキングです
11/27　楽しい製作「クリスマスグッズ」作り。クリスマスに向けての小
物作りをします。
どちらも１０名までとさせていただきます。

どなたでも あすなろ保育園 あり なし あすなろ保育園
024-549-1280
024-548-4154



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

11 1 県北 10/23（金）10：00～11：30
11/20（金）10：00～11：30

子育てサロン ベビーマッサージ
何でも相談会

出産後のお母さんと
お子様

福島市保健福祉セン
ター（福島市森合町10-
1）

必要 無料 福島県助産師会
024-573-0211

12 1 県北 10/25（日）
10:00～12:00（初心者）
13:45～16:30（経験者）

福島の輝く未来へ！スポーツ
わくわくプロジェクト第４弾
テニスの輪を広げよう！テニス
教室

子どもたちの将来の自分づくりに役立ててもらうため、「ふくしま」で
活躍している選手や指導者を講師として迎え、スポーツ教室を開催
し、スポーツにふれあいながら、心・技・体の精神を学び、子どもたち
が未来へチャレンジする心を養う機会を提供します。

小学生 福島県商工信用組合屋
内テニスコート（郡山市）

必要 ５０円
（保険料とし
て当日徴収）

福島県スポーツ課
024-521-7795

13 1 県北 10/25（日）10：00～15：30 ふれあいキッズ・プログラム 子どもと保護者が一緒になって楽しみ、交流を深める場として様々
な楽しいプログラムを開催します。○ミニＳＬに乗車しよう！○なりき
りパイレーツ！（みんなで海賊になろう！！）○紙ブーメランを作ろ
う！※その他バルーンアート・ジャンボカルタ・マンカラ・似顔絵コー
ナー・人形劇や影絵、紙芝居などの楽しいブースもあります。

子どもや保護者 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　福島県青少年
会館　024-546-8311

14 1 県北 10/28（水）
10:30～11:30

イキイキ子育てクラブ 「ミニミニ運動会」を開催します。親子で気軽に楽しむことができる競
技内容です。

国見町在住の親子
（子どもの対象年齢４
ケ月～３歳）

国見町立藤田保育所 必要 無料 藤田保育所
024-585-2374

15 1 県北 10/21（水） ワークルール出前講座 労働トラブルの未然防止や解決を図るために、基本的な労働の知
識（ワークルール）の理解を深める出前講座を行います。

福島学院大学の学生 福島学院大学 必要 無料 福島県労働委員会事務
局
024-521-7594

16 1 県北 11/1（日）～11/7（土） ふくしま教育週間 小学生・中学生・高校生、企画展観覧料無料 小学生、中学生、高
校生

福島県立博物館 不要 無料 福島県立博物館
TEL　0242-28-6000

17 1 県北 11/11（水）
10:30～11:30

イキイキ子育てクラブ 「小麦粉粘土であそぼう」を開催します。カラフルな小麦粉粘土を
使っていろいろなものを作って親子で楽しみます。

国見町在住の親子
（子どもの対象年齢４
ケ月～３歳）

国見町立藤田保育所 必要（会員制） 無料 藤田保育所
024-585-2374

18 1 県北 11/17（火）10：00～11：00 イベント「わらべうた遊び」 昔から伝えられ歌い継がれてきたわらべうたを親子で歌ったり触れ
合いを楽しんだりします。

未就園児の親子 本宮市立五百川幼保総
合施設地域子育て支援
センター

なし なし 五百川幼保総合施設
地域子育て支援セン
ター　0243-33-4370

19 1 県北 11/23（月）勤労感謝の日
13:00～16:10

平成２７年度二本松市子ども子
育て支援シンポジウム

市の子育て支援事業計画の基本理念である「子どもすくすく　家族
にこにこ　地域いきいき　笑顔つなげよう　にほんまつ」の実現を目
指し、子どもの広場（市内の子育て支援団体による活動紹介と遊び
等の提供）、パネルディスカッションを開催する。

子育て中の保護者、
子育て支援関係者、
一般市民の方
（約300名）

二本松市安達文化ホー
ル
（二本松市）

不要 無料 二本松市子育て支援課
0243-55-5112

20 1 県北 11/25（水）
10:30～11:30

イキイキ子育てクラブ 「3Ｂ体操」を開催します。親子で楽しむことができる運動遊びを行い
ます。

国見町在住の親子
（子どもの対象年齢４
ケ月～３歳）

国見町立藤田保育所 必要（会員制） 無料 藤田保育所
024-585-2374

21 1 県北 11/4（水）、12/2（水）
10:30～11:30（乳幼児の年
齢制限なし）

ひろばニコニコ 国見町の保健師、管理栄養士を招いて、身体測定や健康・栄養に
ついての相談会を開催。保育士による子育ての悩みや気になること
についての相談や遊びの紹介。

国見町在住の子育て
中の方

国見町立藤田保育所 必要 無料 藤田保育所
024-585-2374
保健福祉課

22 1 県北 11/7(土)
９：３０～１２：００

親子料理教室 　健康な体を作るために、食の大切さや栄養バランスについて親子
で学び、良い食習慣を見つけることを目的に調理実習と食育クイズ
等を実施します。

小学生と保護者(桑折
町民)

桑折町保健福祉セン
ター「やすらぎ園」

必要 食材料として
1人100円

桑折町保健福祉課
０２４－５８２－１１３３

23 1 県北 12/12（土）10：30～11：30 ゆかいなコンサート 歌のお姉さんと一緒に歌を楽しんだり、歌に合わせてピエロがパン
トマイムをしてくれたりマジックショーも楽しむことができます。

園児、未就学児 福島県男女共生セン
ター

あり なし 学校法人まゆみ学園
認定こども園まゆみ
0243-22-0145

24 1 県北 12/16（水）
10:30～11:30

イキイキ子育てクラブ 「クリスマス会」を開催します。親子でクリスマス飾りを制作し楽しみ
ます。サンタクロースもやってくるかも・・・♪

国見町在住の親子
（子どもの対象年齢４
ケ月～３歳）

国見町立藤田保育所 必要（会員制） 無料 藤田保育所
024-585-2374



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

25 1 県北 12/5（土）
14:00～16:00

特別支援教育啓発セミナー 「すぐかっとなる」「ルールを覚えるのが苦手」「落ち着いて授業に取
り組めない」など、発達の気になる子どもを理解し、家庭や学校での
支援のあり方について考えるため、臨床発達心理士の先生を招い
て講演会を開催します。

幼稚園、保育所、こど
も園、小学校、中学校
の保護者、教員、関
係者のほか、どなた
でも

二本松市二本松文化セ
ンター

定員８０名のた
め申込みが必要

無料 二本松市教育委員会学
校教育課
0243-55-5152

26 1 県北 原則
毎週水曜日・金曜日
１０：００～１１：３０

子育て支援センター
「キッズひろば」

　遊びのコーナーを使って親子で自由に遊んだり、紙芝居や手遊
び、歌を歌ったりして皆と一緒に過ごします。
　１０月９日（金）は醸芳保育所で「給食試食会」、１１月６日（金）は
醸芳保育所で「避難訓練」を開催します。また、１２月１０日（木）は手
づくりおやつの会・母親クラブとの合同「お楽しみ会」を開催します。

１歳６カ月頃のお子さ
んから就学前までの
お子さんとその保護
者

桑折町屋内温水プー
ル・多目的スタジオ「イ
コーゼ！」

事前申込はいら
ないが、登録が
必要

無料 醸芳保育所
０２４－５８２－３２２９

27 1 県北 原則
毎週火曜日・木曜日
１０：００～１１：３０

子育て支援センター
「ベビールーム」

　保育士の手作りおもちゃや玩具を使って親子で自由に遊んだり、
保護者同士で子育てに関する情報交換をしたりすることができま
す。
　１０月９日（金）は、醸芳保育所で「給食試食会」を開催します。ま
た、１２月１０日（木）は手づくりおやつの会・母親クラブとの合同「お
楽しみ会」を開催します。

生後１カ月から１歳５
か月頃までのお子さ
んとその保護者、初
妊婦の方

桑折町屋内温水プー
ル・多目的スタジオ「イ
コーゼ！」

事前申込はいら
ないが、登録が
必要

無料 醸芳保育所
０２４－５８２－３２２９

28 1 県北 毎月第２月曜と第４土曜
9：30～12：00
※10/24(土)のみ
10：00～14：00

助産師何でも相談会 女性の健康、妊娠、出産、育児の相談に応じます 女性　どなたでも イオンいわき店 なし なし いわき会　門馬
090-3983-2391

29 2 県中 10/4(日）
10：00～15：00

ファミリーフェスタ2015 多くの市民の皆様に来場してもらい、楽しいイベントや、各種の体験
コーナーで、実際に体験しながら、健康や福祉に関して理解を深め
てもらうために開催します。

どなたでも カルチャーパーク
カルチャーセンター

不要 無料 実行委員会事務局
（郡山市社会福祉協議
会内）
024-932-5311

30 2 県中 10/11（日）
10:00～14:00
(開会式9:45～)

第３９回子どもの祭典　『みん
なの祭りだ！夢ランド』

体験コーナーやステージ発表コーナーなど家族で楽しめるイベント
を開催します。

どなたでも 須賀川アリーナ
（須賀川市）

不要 無料 須賀川市教育委員会
文化・スポーツ課
0248-88-9173

31 2 県中 10/13（火）、11/10（火）、
11/24（火）、12/8（火）、
12/15（火）
すべて10：00～12：00

子育てサロン わらべうたベビーマッサージ １歳未満児 須賀川市保健センター
（須賀川市諏訪町67-1）

必要なし 無料 福島県助産師会須賀川
会（090-4557-2209）

32 2 県中 10/24（土）・11/21（土）・
12/19（土）
いずれも、10：00～10：30

こども図書事業「みんな　おい
でョ　たのしい絵本」

子どもに読書の楽しさを実感させ、生涯にわたる望ましい読書習慣
を形成させ、子どもが読書に親しむ機会の充実を図るため、未就学
児を対象とした読み聞かせ会を開催する。

未就学児及び保護者 石川町公民館図書室 不要 無料 石川町公民館
0247-26-2566

33 2 県中 10/28（水）
１０：００～１１：００

親子で陶芸教室 陶芸家の先生を招いて、親子で器や箸置きなど作り、スキンシップ
を図ったり、親子で作る楽しさを味わったりする。

子育て中の親子 白江こども園子育て支
援センター（須賀川市）

必要 ８００円
（粘土代の
み）

須賀川市立白江こども
園（支援センター）
０２４８－６５－２１７７

34 2 県中 10/28（水）
13:40～14:40

子育て講演会 石川町内の小学校（石川小・沢田小・野木沢小）に次年度就学する
児童の保護者を対象とした講演会。
講師：NPO法人ビーンズふくしま

石川町内の次年度就
学する児童の保護者

石川小学校 石川町教育委員会
教育課　学校教育課
0247-26-9136

35 2 県中 11/2(月)　　11/4（水）
11/5（木）　 11/12（木）
11/17（火）　11/19（木）
11/20（金）　11/24（火）
11/26（木）　11/27（金）
11/30（月）

育児サポート講習会受講生募
集

ファミサポ提供会員として活動（子どもの預かりや送迎）してみたい
方や、現在子育て・孫育て中の方のための講習会です。

須賀川市民 11/5　保健センター
11/12　須賀川消防署
その他　須賀川アリーナ

あり ２０００円
（テキスト代）

須賀川市ファミリーサ
ポートセンター
0248-88-8211



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

36 2 県中 11/4（水）10：00～12：00
12/4（水）10：00～12：00

子育てサロン リフレッシュ体操
子育て悩み相談

1歳以上児 須賀川市保健センター
（須賀川市諏訪町67-1）

必要なし 無料 福島県助産師会須賀川
会（090-4557-2209）

37 2 県中 11/5（木）
１９：００～２０：３０

県中県南保健福祉事務所発達
障がい児支援者スキルアップ
研修会

発達障がい児とその保護者が、地域で安心して生活や子育てがで
きるよう乳幼児健診等に携わる小児科医等関係機関の職員が、早
期に発達障がいの行動特性に気づき、それぞれの特性にあわせた
適切な支援を継続して行う事が出来るよう地域の体制づくりのため
の研修会を開催する。

医師、乳幼児健診に
携わる市町村保健師
等

県中保健福祉事務所 要 無料 県中保健福祉事務所
０２４８－７５－７８１０

38 2 県中 11/7（土）
11/18（水）
１０：００～１２：３０

HAPPYマタニティクラス 【第1回】先輩パパママ･赤ちゃんとの交流、沐浴体験
【第2回】マタニティヨガ、ランチ会

市内にお住まいの妊
婦及びパートナー

須賀川市保健センター 開催日1週間前
までにお申し込
みください

健康づくり課
０２４８－８８－８１２３

39 2 県中 11/8
10:00～15:00

ニコニコこども館まつり バルーンアートや製作あそび、体操など、親子で楽しめるイベントが
盛りだくさんです。どなたでも参加できるイベントですので、どうぞお
気軽にご参加ください。

親子ならどなたでも ニコニコこども館
郡山市桑野1丁目2-3

不要 無料 郡山市こども支援課
:024-924-2581

40 2 県中 11/9、11/10、11/12、
11/13、11/16

家庭養育指導講習会 障害福祉サービスを利用していない、発達に心配のあるお子さんと
その保護者を対象に開催します。
遊びを通しながら、お子さんとの日常の関わり方を学び、臨床心理
士の先生に気になることを相談できる講習会です。

おおむね３歳以上の
未就学児とその保護
者

郡山市立希望ヶ丘学園 必要
10/21までに希
望ヶ丘学園へお
電話ください

無料 郡山市障がい福祉課希
望ヶ丘学園
024-951-0262

41 2 県中 11/10(火）10：00～11：00 子育て講演会 上級食育指導士の先生による、食育に関する講演会を開催します。 どなたでも 子育て支援センター「つ
ぼみ」須賀川市

要 無料 子育て支援センター「つ
ぼみ」

42 2 県中 11/19
13:30～15:30

第38回郡山市青少年健全育成
推進大会

家庭、学校、地域社会が相互に連携しながら青少年健全育成推進
活動に取り組み、青少年健全育成市民総ぐるみ運動を推進するた
めに開催します。
（内容）表彰式、大会宣言、少年の主張作文発表、日本大学東北高
等学校演劇愛好会による『アザレア』の上演

どなたでも 郡山市民文化センター
中ホール

不要 無料 郡山市こども未来課
024-924-3801

43 2 県中 11/19(木）10：00～11：00 芸術鑑賞 劇団「しらかば」による人形劇を開催します。 子育て中の方 子育て支援センター「つ
ぼみ」須賀川市

要 無料 子育て支援センター「つ
ぼみ」

44 2 県中 11/20（金）
１０：３０～１１：３０

つどいの広場　　子育て講座
「音楽で遊ぼう！～リトミック教
室～」

乳幼児の親子で一緒に音楽やリズムに合わせて身体を動かして遊
びます。

鏡石町在住の就学前
の乳幼児とその保護
者

鏡石児童館　つどいの
広場

直接申込んでく
ださい。

無料 つどいの広場
０２４８－６２－７２７８

45 2 県中 12/11（金） ワークルール出前講座 労働トラブルの未然防止や解決を図るために、基本的な労働の知
識（ワークルール）の理解を深める出前講座を行います。

テクノアカデミー郡山
の生徒

テクノアカデミー郡山 必要 無料 福島県労働委員会事務
局
024-521-7594

46 2 県中 12/19（土）バルタン星人
12/20（日）ウルトラマン
※時間未定

福島空港ウルトラＤＡＹ 福島空港にウルトラヒーローがやってくる。
バルタン星人、ウルトラマン撮影会

どなたでも 福島空港ターミナルビル 不要 無料 福島空港ビル株式会社
0247-57-1511

47 2 県中 毎月第1、第3月曜日
10時から15時30分まで

臨床心理士による心のケア相
談会

臨床心理士に子どもへの関わり方や心・健康に関する悩みなどを
相談いただけます。

保護者等 ペップキッズこおりやま
（郡山市横塚一丁目1-
3）

不要 無料 郡山市こども未来課
024-924-3801

48 3 県南 10/3（土）10：00～14：00 助産師何でも相談会 ・妊娠、出産、授乳、育児の相談
・女性の健康についての相談全般
・わらべうた、ベビーマッサージ、ハンドマッサージ

女性　どなたでも
子ども、お父さん

白河市産業プラザ人材
育成センター

なし なし 福島県助産師会白河会
事務局　0248-25-3601

49 3 県南 10/13(火)　10/27(火)
11/4(水)　11/24(火)
12/1(火)　12/8(火)
上記日時の9:30～11:30

つどいの広場 浅川町保健センターを開放し、乳幼児と保護者達のふれあいの場
を提供し、育児に関する情報提供や不安解消に努め、育児相談を
行う。

町内の乳幼児及び保
護者

浅川町保健センター 不要 なし 浅川町保健センター
0247-36-4722



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

50 3 県南 10/14（水）10：30～12：00 親と子のまなびタイム～先輩マ
マの子育て体験案から子育て
のヒントを学ぶ～

家庭教育インストラクター県南の会の方々による家庭教育支援「親
と子のまなびタイム」を行います。お子さんをおひざに抱っこしなが
ら、子育て体験談を聞いたり、茶話会をしたりして交流し、子育てに
ついて学びます。

子育てしてるお母さ
ん・おばあちゃん、子
育てに関心のある方

矢祭町山村開発セン
ター

あり なし 子育てつどいの広場
「カンガルーくらぶ」
0247-46-2097

51 3 県南 10/18(日)
10/24(土)
両日　10：30～11：30

未来
　み　　ら

スクール　　ワークショップ

伝統
でんとう

玩具
がんぐ

をつくろう！！

ワークショップを通して木型に紙貼りから絵付けまでの製作過程を体験でき
る場を提供し、親子と触れ合う機会を増やすほか、お友達と一緒に作品を
創る喜びを感じることを目的に開催します。
1日目：自分の生まれた干支の木型に紙貼り体験をする。
2日目：乾燥させた張子に絵付けをする。

4歳児～小学3年生
※両日参加できる方

矢吹町屋内外運動場
（未来くるやぶき）

事前予約制
(定員10組)

無料 矢吹町屋内外運動場
(未来くるやぶき)
0248-21-8722
10:00～17:00 月曜日定休
※月曜が祝日の場合は翌
日定休

52 3 県南 10/19（月）　13:45～16:00

11/16（月）  13:45～16:00

発達障がい児支援者スキル
アップ研修（方部別研修）

発達障がい児等の社会性の発達に起因する問題行動とその指導
法についての講演会を開催します。

保育士、幼稚園教諭
及び子育て支援機関
の職員等

サンフレシュ白河
(10/19)

棚倉合同庁舎(11/16)

要 無料 県南保健福祉事務所
児童家庭支援チーム
0248-22-5647

53 3 県南 11/1（日）
9：00～15：30

わくわく東白川ご当地キャラ祭
inたなぐら

棚倉城跡周辺を会場にして、棚倉町内の地場産業や東白川郡内及
び友好都市の飲食店のブース等が並び、約３０体のご当地キャラが
集まる秋の一大イベントです。
会場ではご当地キャラと触れ合ったり、ご当地キャラやご当地ヒー
ローなどのステージが催され、子どもが楽しめるイベントとなってい
ます。
また、棚倉小学校体育館では子ども向けの科学体験をはじめ、町内
企業をはじめとする企業体験ブースが催されるほか、移動水族館が
来て子どもたちを迎え入れます。

どなたでも 棚倉城跡周辺 不要 無料 わくわく東白川ご当地
キャラ祭inたなぐら実行
委員会事務局
（棚倉町役場商工農林
課内）
0247-33-2113

54 3 県南 11/13（金）
12/17（木）
１０：００～１２：００

もぐもぐ教室
（離乳食教室）

離乳食の進め方や作り方についての実習と子育てについての相談
などを行います。
①離乳食・幼児食の進め方、歯の手入れについて、個別相談
②離乳食の進め方、親子ふれあい遊び、個別相談

①９カ月～１歳６カ月
児とその保護者
②５～８ヶ月児とその
保護者

棚倉町保健福祉セン
ター

必要 材料費（200
円）

棚倉町健康福祉課（保
健福祉センター内）
0247-33-7801

55 3 県南 11/15（日）
13:30～15:30

ただじゅんのあそびとおはやし
の劇場　だだすこだんだん！

赤ちゃんからお年寄りまで地域住民が集い、芸術・芸能に親しみ、
楽しく笑顔になる豊かな時間を過ごす。

どなたでも りぶらん（白河市立図書
館）地域交流会議室

不要
（前売あり）

大人600円
こども300円
（前売　大人
500円、こども
200円）

NPO法人子育て環境を
考える虹の会　たんぽ
ぽサロン（代表　永野
美代子）090-7073-7521

56 3 県南 12/12（土）
10:00～15:00

プレーカーであそぼ
「あそぼっかー」がくるよ！！

プレーカーは、遊び道具や工具をたくさん積んだ、「移動式遊び場」
です。子どもたちに「遊び」を届けるイベントを開催します。

子ども（年齢制限な
し）

高山コミュニティーセン
ター
（白河市）

不要 NPO法人子育て環境を
考える虹の会　たんぽ
ぽサロン（代表　永野
美代子）090-7073-7521

57 3 県南 毎月第２火曜日
午前１０：３０～１２時

すくすくルーム（子育て講座） 乳幼児と保護者が参加して、歌、リズム遊び、工作、体験など保護
者が子どもとふれあい、楽しく参加できる活動を実施している。

未就園児と保護者 子どもセンター なし 無料 0247-57-5310
棚倉町子どもセンター

58 4 会津 10/3（土）
８：３０～１１：３０

坂下東幼稚園　運動会 園児と一緒に保護者の方と運動会を楽しみます。
次年度入園予定の未就園児の参加する競技もあります。

園児・保護者・次年度
入園予定児・前年度
卒園児ですが、見学
はどなたでも大丈夫
です。

坂下東小学校校庭（雨
天時は坂下東小学校体
育館）（会津坂下町）

不要 無料 会津坂下町立坂下東幼
稚園
0242-83-8590

59 4 会津 10/3(土)
13:30～14:20

公開講座「地域における保育
施設の歴史-北東北地域の保
育施設の形成を中心に-」

様々な保育施設はいつ頃、どのようにして始まったかを、先ず世界
レベル、日本レベル、そして日本の地域レベルで概観します。そし
て、現在の日本の幼稚園、保育所の発展の経緯を、地域の事例（具
体的な園、及び園長）を通して説明し、現在、話題となっている認定
こども園や認可外保育施設の問題にも言及します。

一般の方　30名 会津大学短期大学部
第一会議室
（会津若松市一箕町）

要
10/1までにFAX
または、メール
にて申し込んで
ください。

無料 会津大学短期大学部
地域活性化センター
0242-37-2300



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

60 4 会津 10/3（土）～12/26（土）
※毎週土曜日10：30～
11：30

親子ヒップホップ教室 毎週土曜日にインストラクターによる親子ヒップホップ教室を開催し
ています。

０歳～修学前の幼児
とその保護者

会津美里町子育て支援
センターすくすくハウス

なし なし NPO法人子育てネット
ワーク・ぽけっと
0242-54-6648

61 4 会津 10/7（水）10/21（水）
11/10（火）11/26（木）
12/8（火）12/25（金）
※月２回9：30～11：30

のびのび教室 身体測定を行い、町保健師や栄養士との相談会があります。 ０歳～修学前の幼児
とその保護者

会津美里町子育て支援
センターすくすくハウス

なし なし NPO法人子育てネット
ワーク・ぽけっと
0242-54-6648

62 4 会津 10/7（水）、10/21（水）、
11/4（水）、11/18（水）、
12/2（水）、12/16（水）
すべて10：30～12：30

子育てサロン 親子リフレッシュ体操 １歳以上児 翁島コミュニティーセン
ター
（耶麻郡猪苗代町大字
三ツ和字家北906）

必要なし 無料 会津助産師の家おひさ
ま0242-85-8303

63 4 会津 10/8（木）
１０：３０～１１：４５

地域でつながる家庭教育応援
事業　親子の学び応援講座

「猪苗代湖ズ」メンバーのミュージシャン　渡辺俊美氏を講師に招い
て、「４６１個の弁当は、親父と息子の男の約束」と題して、家族の温
もりが感じられる食のあり方等について講演会を開催します。

西会津小学校及び西
会津中学校の保護
者、祖父母等

西会津小学校
多目的ホール

不要 無料 会津教育事務所
総務社会教育課
0242-29-5488

64 4 会津 10/9（金）
10:00～12:00

『こころのケアお話会』
（福島県慢性疾患児地域支援
事業）

長期にわたり療養やリハビリが必要なお子さん（てんかんなどの神
経・筋疾患や、肢体不自由などでリハビリをされているお子さんな
ど）をお持ちのご家族等を対象に心のケアに関するお話会と家族の
交流を行います。
（託児もあります）

保護者、その他 会津若松市河東保健セ
ンター
(会津若松市）

必要 無料 福島県会津保健福祉事
務所　児童家庭支援
チーム
0242-29-5278

65 4 会津 10/9（金）、10/23（金）、
11/13（金）、11/27（金）、
12/11（金）、12/25（金）
すべて10：30～12：30

子育てサロン わらべうたベビーマッサージ
ママのためのリラクゼーション
育児相談

１歳未満児 翁島コミュニティーセン
ター
（耶麻郡猪苗代町大字
三ツ和字家北906）

必要なし 無料 会津助産師の家おひさ
ま0242-85-8303

66 4 会津 10/15（木） 観劇会 人形劇・文化・芸術を鑑賞し情操を育む。 町内保育所入所 野沢保育所 756円 西会津町保育所事務局
0241-45-4455

67 4 会津 10/17（土） 家庭教育応援プロジェクト 家庭教育推進上の大きな課題である「親の学び」を支援するため、
講演会を開催し親の学び・家庭での実践活動を支援する。

どなたでも 西会津中学校 不要 無料 会津教育事務所
0242-29-5488

68 4 会津 10/17（土）
９：５０～１１：３０

地域でつながる家庭教育応援
事業　親子の学び応援講座

生活評論家・薬剤師の境野米子氏を講師に招いて、「食は愛、子ど
もを元気にする食事」と題して、食育に関する講演会を開催します。

西会津町の野沢・尾
野本・群岡保育所の
保護者、祖父母等

西会津中学校
多目的ホール

不要 無料 会津教育事務所
総務社会教育課
0242-29-5488

69 4 会津 10/17(土)
13:30～15:00

公開講座in紅翔祭「会社ってな
んだ、働くってなんだ～中高生
のための就活セミナー～」

中高生の「なりたい職業」ランキングでは仕事内容の見えやすい職
業が並びます。男子の中学生では「野球選手」、高校生では「学校
の先生」が、女子の中・高校生では「保育士・幼稚園の先生」が１位
だそうです。
　会社のことや、会社で働くといったことを、中高生の皆さんは余りよ
く知らないのではないでしょうか。中高時代の勉強が、将来どのよう
に役に立つのかも含め一緒に考えてみましょう。

中学生・高校生及び
一般の方
50名

会津大学短期大学部
３１０教室
（会津若松市一箕町）

要
10/14までに
FAXまたは、メー
ルにて申し込ん
でください。

無料 会津大学短期大学部
地域活性化センター
0242-37-2300

70 4 会津 10/17（土）
10:00～15:00

子育てフォーラムin会津2015 地域・官民が一体となって子育てしやすい環境づくりを進めるため、
室内遊具を用いた広場を設置するなど、親子で楽しめるイベントを
開催します。

乳幼児、小学生及び
その家族

会津大学
（会津若松市）

不要 無料 福島県会津保健福祉事
務所　児童家庭支援
チーム
0242-29-5278

71 4 会津 10/17（土）～11/28（土）
※カフェは期間中の金・土
曜日のみ営業、月～木曜
日はコミュニティスペース
として開放します。

ふくしまの子・ふるさとの商店
街プロデュース事業（会津）
カフェよみがえる（期間限定営
業）・かえる探しゲーム

　会津若松市本町商店街の一角（会津商工信用組合本町支店向
い）に、地域のこども達が考えたカフェ・コミュニティスペースが期間
限定でオープンします。
　初日（10/17（土））と最終日（11/28（土）には、商店街に隠れたか
えるのスタンプを探すゲームも開催し、親子で楽しむことができるよ
うになります。（ゲームの受付はカフェよみがえるで行います。）

どなたでも 会津若松市本町商店街 不要 無料
（カフェでの飲
食は有料）

株式会社まちづくり会津
0242-38-2822
又は
会津若松市本町商店街
振興会
0242-26-1695



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

72 4 会津 ①２歳～就学前
10/19（月）10：00～11：15
11/２４（火）10：00～11：15
②0歳～1歳
10/２０（火）10：00～11：15
11/26（木）10：00～11：15

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期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。

①２歳～就学前のお
子さんとその保護者
②０歳～１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

73 4 会津 10/21（水）
９：３０～１１：３０

坂下東幼稚園　幼稚園開放・
自由保育参観

地域の未就園児が幼稚園に遊びに来ていただき、好きな遊びをし
たり、在園児と一緒に遊んだりします。
絵本の読み聞かせを通して親子で絵本の世界を楽しみましょう。
子育て相談（保育相談）を通して、悩みや不安を聞いたり情報を提
供したりします。

保護者・未就園児保
護者の方（子育て中
の方）・未就園児

坂下東幼稚園（会津坂
下町）

不要 無料 会津坂下町立坂下東幼
稚園
0242-83-8590

74 4 会津 10/21（水）
９：３０～１１：３０

坂下南幼稚園　幼稚園開放・
自由保育参観

地域の未就園児が幼稚園に遊びに来ていただき、好きな遊びをし
たり、在園児と一緒に遊んだりします。
絵本の読み聞かせを通して親子で絵本の世界を楽しみましょう。
子育て相談（保育相談）を通して、悩みや不安を聞いたり情報を提
供したりします。

未就園児とその保護
者・園児の保護者・一
般の方

坂下南幼稚園（会津坂
下町）

不要 無料 会津坂下町立坂下南幼
稚園　　　　　　　　0242-
83-2410

75 4 会津 10/28（水）10：15～10：45 看護師による育児相談 子どもの身体の事で不安を聞き、アドバイスをしていきます。個別相
談も行います。

０歳～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

76 4 会津 10/28（水）10：30～11：30 親子で３Ｂ体操 親子で３Ｂ体操をします。ボールなどの道具を使いながら楽しく体を
動かします。

０～５歳の親子 城南コミュニティーセン
ター

あり なし どんぐり山保育園
子育て支援センター
0242-28-0772

77 4 会津 10/29（木）10：00～11：00 秋の自然に触れる（園外） 近くの公園で秋ならではの自然物を拾い遊ぶ。その後、お弁当を公
園で食べます。

０歳～就学前のお子
さんとその保護者

なし なし 東町のびやか保育園
0241-21-1303

78 4 会津 11/4（水）
10:00～13:00

親子交流会 ミニ運動会、親子遊び、工作、育児や生活に関する情報交換、個別
相談（身体測定、育児・歯・栄養の相談など）を行います。

会津地域の借り上げ
住宅等に避難してい
る概ね3歳までの子ど
もとその保護者等

会津若松市河東保健セ
ンター
（会津若松市）

必要 無料 福島県会津保健福祉事
務所　健康増進課
0242-29-5508

79 4 会津 11/5（木）10：15～10：45 栄養士による講義と育児相談 お子さんの食事の面での不安に思っている事や聞きたい事を栄養
士に相談し、アドバイスも行う。個別相談も行います。

０歳～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

80 4 会津 11/6（金）
９：００～１２：００

坂下南幼稚園　地域公開保育 幼稚園ってどんなとこ？どんなことをしているの？など幼稚園の教
育について地域の方々に知っていただくため、公開保育を行いま
す。

未就園児とその保護
者・園児の保護者・一
般の方

坂下南幼稚園（会津坂
下町）

不要 無料 会津坂下町立坂下南幼
稚園　　　　　　　　0242-
83-2410

81 4 会津 11/6（金）
９：００～１２：００

坂下東幼稚園　地域公開保育 幼稚園ってどんなとこ？どんなことをしているの？など幼稚園の教
育について地域の方々に知っていただくため、公開保育を行いま
す。

地域の方・保護者・未
就園児保護者の方
（子育て中の方）

坂下東幼稚園（会津坂
下町）

不要 無料 会津坂下町立坂下東幼
稚園
0242-83-8590

82 4 会津 11/7（土）
13:30～15:30

『心のケア　医療講演会』
（福島県慢性疾患児地域支援
事業）

長期にわたり治療が必要なお子さんをお持ちのご家族等を対象に
心のケアに関する講演会と家族の交流を行います。
（託児もあります）

保護者、その他 ユースピアゆがわ
２階研修室
（湯川村）

必要 無料 福島県会津保健福祉事
務所　児童家庭支援
チーム
0242-29-5278

83 4 会津 11/10（火）
13:30～15:30

『１型糖尿病 家族の交流会』
（福島県慢性疾患児地域支援
事業）

1型糖尿病で小児慢性特定疾患治療研究事業を申請している保護
者等を対象に相談・交流・情報交換などを行います。
たんぽぽの会（1型糖尿病家族会）の代表の方をお招きし、アドバイ
スもいただきます。

保護者、児等 福島県会津若松合同庁
舎１階会議室
（会津若松市）

必要 無料 福島県会津保健福祉事
務所　児童家庭支援
チーム
0242-29-5278

84 4 会津 11/13（金）
13:00～15:00
(移動水族館　10:00～
15:00）

猪苗代湖子ども交流会2015in
あいづわかまつ

小学生による環境保全活動の発表や、環境活動家の山崎充哲さん
による講演会を開催します。
また、水辺の移動水族館やお魚にさわれるタッチプールも同時開催
します。

どなたでも 発表・講演会：會津稽古
堂　多目的ホール
移動水族館：中央児童
公園（會津稽古堂とな
り）

不要ですが、事
前申込いただい
た方には粗品プ
レゼント

無料 会津若松市役所　環境
生活課
0242-39-1221



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

85 4 会津 11/27（金）
９：３０～１３：００

坂下南幼稚園　幼稚園開放・
自由保育参観

地域の未就園児が幼稚園に遊びに来ていただき、好きな遊びをし
たり、在園児と一緒に遊んだりします。
子育て相談（保育相談）を通して、悩みや不安を聞いたり情報を提
供したりします。
手作りお弁当を持ってきていただき、園児と交流しながらお弁当を
食べます。（保育だけでもかまいません。）

未就園児とその保護
者・園児の保護者・一
般の方

坂下南幼稚園（会津坂
下町）

不要 無料 会津坂下町立坂下南幼
稚園　　　　　　　　0242-
83-2410

86 4 会津 11/27（金）
９：３０～１３：００

坂下東幼稚園　幼稚園開放・
自由保育参観

地域の未就園児が幼稚園に遊びに来ていただき、好きな遊びをし
たり、在園児と一緒に遊んだりします。
子育て相談（保育相談）を通して、悩みや不安を聞いたり情報を提
供したりします。
手作りお弁当を持ってきていただき、園児と交流しながらお弁当を
食べます。（保育だけでもかまいません。）

保護者・未就園児保
護者の方（子育て中
の方）・未就園児

坂下東幼稚園（会津坂
下町）

不要 無料 会津坂下町立坂下東幼
稚園
0242-83-8590

87 4 会津 12/3（木）
14:00～15:30

『子どもの脊柱側湾症　医療講
演会』
（福島県慢性疾患児地域支援
事業）

脊柱側湾症のお子さんをお持ちのご家族などを対象に、「脊柱側湾
症の治療と日常生活について」の講話等を行います。

保護者、その他 福島県会津保健福祉事
務所１階会議室
（会津若松市）

必要 無料 福島県会津保健福祉事
務所　児童家庭支援
チーム
0242-29-5278

88 4 会津 12/7（月）10：00～ 劇団バク人形劇「ねずみの嫁
入り」

先着親子２０組を招待いたします 未就園児親子 認定こども園会津慈光
こども園会津慈光幼稚
園

あり なし 認定こども園
会津慈光こども園
会津慈光幼稚園
0242-27-3942

89 4 会津 12/7（月）13：25～ 劇団バク人形劇「ねずみの嫁
入り」

２歳以上の親子２０組をご招待いたします 未就園児親子 慈光第二幼稚園 あり なし 認定こども園
慈光第二幼稚園
0242-27-3114

90 4 会津 12/10（木）
10:00～11:30

『七色りぼん会』
（福島県慢性疾患児地域支援
事業）

長期にわたり療養やリハビリが必要なお子さん（てんかんなどの神
経・筋疾患や、肢体不自由などでリハビリをされているお子さんな
ど）とご家族等を対象に情報交換や交流を行います。

保護者、児等 喜多方市塩川保健福祉
センター
（喜多方市）

必要 100円 福島県会津保健福祉事
務所　児童家庭支援
チーム
0242-29-5278

91 4 会津 12/17（木） ワークルール出前講座 労働トラブルの未然防止や解決を図るために、基本的な労働の知
識（ワークルール）の理解を深める出前講座を行います。

会津大学短期大学部
の学生

会津大学短期大学部 必要 無料 福島県労働委員会事務
局
024-521-7594

92 4 会津 １２月上旬（日付未定） ワークルール出前講座 労働トラブルの未然防止や解決を図るために、基本的な労働の知
識（ワークルール）の理解を深める出前講座を行います。

福島県立喜多方桐桜
高等学校の生徒

福島県立喜多方桐桜高
等学校

必要 無料 福島県労働委員会事務
局
024-521-7594

93 5 南会津 9/18（金）、9/25（金）、
10/16（金）、10/23（金）、
11/6（金）、11/13（金）
14：00～15：00

ペアレントプログラム講座 子どもの特性を正しく理解し、子どもの育ちにプラスの効果が期待
できる保護者主体型のグループプログラムを実施します。

保護者 南会津町高齢者セン
ター、南会津町御蔵入
交流館

必要 無料 みなみあいづ相談セン
ター
0241-64-5120

94 5 南会津 第１回　11/5（木）
13：30～15：30
第２回　12/1（火）
13：30～15：30

発達障がい児支援者スキル
アップ事業

発達障がい児の早期把握、早期支援及び地域の支援体制の構築
を推進するための研修会を開催します。

保健師、保育士等 福島県南会津合同庁舎 必要 無料 福島県南会津保健福祉
事務所
0241-63-0305

95 6 相双 10/2（金）10：00～11：00 おやこ教室　たんぽぽクラブ
（親子ふれあい遊び）

ボールなどを使って親子のスキンシップ、ゲームを通じてお母さん方
の交流を図る。

おやこ教室たんぽぽ
クラブ登録者

相馬市中央児童セン
ター

不要 無料 相馬市中央児童セン
ター　0244-35-2008

96 6 相双 10/3（土） POKEMON whith YOU ワゴン
がやってくる！！

ポケモンわくわくワークショップ。ピカチュウも遊びに来るよ。 どなたでも 相馬市中央児童セン
ター

不要 無料 相馬市中央児童セン
ター　0244-35-2008

97 6 相双 10/5（月）10：00～11：30
10/6（火）10：00～11：30

おやこ教室　ひまわりクラブ・さ
くらクラブ（お店やさん準備）

お店やさんに向けての品物作りをして本番に向けての雰囲気作り。 おやこ教室ひまわりク
ラブさくらクラブ登録
者

相馬市中央児童セン
ター

不要 無料 相馬市中央児童セン
ター　0244-35-2008



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

98 6 相双 10/7/14/21/28（水）
10：30～11：00

プレおやこ１０月 読み聞かせ。おやこ３Ｂ体操。 どなたでも 相馬こどものみんなの
家

不要 無料 相馬こどものみんなの
家　0244-35-4700
相馬市中央児童セン
ター　　0244-35-2008

99 6 相双 10/8（木）14:20～15:20
11/6（金）（時間未定）

親子の学び応援講座ＰＴＡ教育
講演会
「清水川由美子氏ＰＴＡ教育講
演会」
「嶋﨑淳子氏ＰＴＡ教育講演
会」

飯豊小学校・幼稚園ＰＴＡで課題となっていることについて、講演会
を親子で受講することで、家庭で実践できること等について話合い
解決する契機とする。

飯豊小学校・幼稚園
ＰＴＡ、飯豊小学校地
域住民、家庭教育応
援企業職員、家庭教
育に関心がある人等

相馬市立飯豊小学校
（相馬市）

要 無料 相馬市立飯豊小学校

100 6 相双 10/13・14・15　15：30～
11/17・18・19　15：30～
12/15・16・17　15：30～

語り部による昔ばなし 相馬在住の語り部、佐々木松子さんによる昔ばなし。 学童クラブ（ポニー・
ひまわり・めだか）登
録児童

各学童クラブ室 不要 無料 相馬市中央児童セン
ター　0244-35-2008

101 6 相双 10/15（木）9:00～11:50 放課後子どもプラン相双地区
研修会

地域が子どもたちを支えていく取組を推進するため、域内の放課後
子どもプラン関係者等が一同に会し、事業への理解を深めるととも
に、児童に対応するための資質の向上を図る。

子ども教室関係者、
児童クラブ関係者、実
施施設関係者、学校
関係者

相馬市総合福祉セン
ター
（相馬市）

要 無料 相双教育事務所総務社
会教育課

102 6 相双 10/20（火）10：00～11：30
10/26（月）10：00～11：30

おやこ教室　ひまわりクラブ・さ
くらクラブ・たんぽぽクラブ（お
店やさんごっこ）

売り手と買い手に分かれてお店やさんごっこを楽しむ。３歳児クラス
が１歳児クラスを招待し、異年齢交流を図る。

おやこ教室ひまわりク
ラブさくらクラブたん
ぽぽクラブ登録者

相馬市中央児童セン
ター

不要 無料 相馬市中央児童セン
ター　0244-35-2008

103 6 相双 10/20（火）10：00～12：00
11/17（火）10：00～12：00
12/15（火）10：00～12：00

子育てサロン ベビーとママのリフレッシュ体操 出産後のお母さんと
お子様
※対象年齢はお問い
合わせください

原町保健センター
（南相馬市原町区小川
町322-1）

必要 無料 相馬助産所
080-6012-4181

104 6 相双 10/24（土）　10：00～12：
00

ふれあいフェスティバル秋 テーマ　「元気が一番！！頭と体をフル活用」
テーブルホッケー、輪投げ、マンカラ、カロム、トランポリン
、製作「ペットボトル矢」手芸「写真フレーム」等

　
地域の幼児、児童

　
相馬市川原町児童セン
ター

　
不要

　
無料

相馬市川原町児童セン
ター　0244-36-6355

105 6 相双 10/24　午前10：00～11：
30

ふれあい運動会 簡単なゲームなど親で楽しめるイベントを開催します。 市内の幼児及び保護
者

相馬愛育園 要 無料 相馬愛育園
0244-36-5591

106 6 相双 10/27（火）10：00～11：30
10/30（金）10：00～11：00
11/2（月）10：00～11：30

おやこ教室　ひまわりクラブ・さ
くらクラブ・たんぽぽクラブ（もう
すぐ運動会）

おやこ運動会に向けての準備。運動会に向けての雰囲気作り。 おやこ教室ひまわりク
ラブさくらクラブたん
ぽぽクラブ登録者

相馬市中央児童セン
ター

不要 無料 相馬市中央児童セン
ター　0244-35-2008

107 6 相双 10/27（火）10：00～12：00
11/24（火）10：00～12：00
12/22（火）10：00～12：00

子育てサロン ベビーとママのリフレッシュ体操 出産後のお母さんと
お子様
※対象年齢はお問い
合わせください

新地町総合体育館
（新地町小川字川向9-
1）

必要 無料 相馬助産所
080-6012-4181

108 6 相双 11/4・11・18・25（水）
10：30～11：00

プレおやこ１１月 運動遊び。ヨガ教室。 どなたでも 相馬こどものみんなの
家

不要 無料 相馬こどものみんなの
家　0244-35-4700
相馬市中央児童セン
ター　　0244-35-2008

109 6 相双 11/5（木）10：00～12：00
12/3（木）10：00～12：00

子育てサロン ベビーとママのリフレッシュ体操 出産後のお母さんと
お子様
※対象年齢はお問い
合わせください

相馬市中央児童セン
ター（相馬市中村字河沼
315）

必要 無料 相馬助産所
080-6012-4181



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

110 6 相双 11/8（日）
9:30～11:30

子育て応援イベント
みんなで子育てワイワイショッ
プ

子育てに関わっている各種団体と連携しながら、地域の子育て力の
向上を図るとともに、子育て中の親子が遊びを通して親子の絆を深
める場を提供することにより子育てしやすいまちづくりの気運を盛り
上げることを目的として実施します。
子どもたちには、遊びのお店屋さん（折り紙、ぬりえ、魚釣り、輪投
げ、ボウリング、水ヨーヨー、アクセサリー、エコこうさくなど）をまわっ
て楽しんででもらいます。各コーナーのスタンプを集めてもらい、最
後にはお菓子屋さんのおやつがあります。

どなたでも 総合福祉センター「はま
なす館」
（相馬市）

不要 無料 相馬市保健福祉部社会
福祉課
0244-37-2204

111 6 相双 11/9（月）10：00～11：30
11/10（火）10：00～11：30
11/13（金）10：00～11：00

おやこ教室　ひまわりクラブ・さ
くらクラブ・たんぽぽクラブ（お
やこ運動会）

競技を通じて親子のスキンシップ、お友達との交流を楽しむ。 おやこ教室ひまわりク
ラブさくらクラブたん
ぽぽクラブ登録者

相馬市中央児童セン
ター

不要 無料 相馬市中央児童セン
ター　0244-35-2008

112 6 相双 11/10（火）10：00～12：00
12/8（火）10：00～12：00

子育てサロン 子育てサロン 出産後のお母さんと
お子様
※対象年齢はお問い
合わせください

相馬助産所
（相馬市北飯渕１丁目
10-14）

必要 無料 相馬助産所
080-6012-4181

113 6 相双 11/16（月）10：00～11：30
11/17（火）10：00～11：30
11/20（金）10：00～11：00

おやこ教室　ひまわりクラブ・さ
くらクラブ・たんぽぽクラブ（食
育　蒸しパンつくり）

簡単に家庭でできる手作りおやつの紹介。子どもと一緒に作り試食
する。

おやこ教室ひまわりク
ラブさくらクラブたん
ぽぽクラブ登録者

相馬市中央児童セン
ター

不要 無料 相馬市中央児童セン
ター　0244-35-2008

114 6 相双 11/27（金）10：00～11：30 おやこ教室　ひまわりクラブ・さ
くらクラブ・たんぽぽクラブ合同
わくわくランドに行こう！

民間施設を利用して異年齢の交流を図る。遊具を使って走ったり
登ったりなどの体力作り。

おやこ教室ひまわりク
ラブさくらクラブたん
ぽぽクラブ登録者

わくわくランド 不要 無料 相馬市中央児童セン
ター　0244-35-2008

115 6 相双 11/28（土） 保護者会行事 3クラブ合同の保護者会行事。お弁当をもって、バスで八木山動物
公園へ。

学童クラブ（ポニー・
ひまわり・めだか）登
録児童とその保護者

八木山動物公園 必要 登録児童は
無料（保護
者、兄弟は有
料）

相馬市中央児童セン
ター　0244-35-2008

116 6 相双 11/28（土） 親子レクレーション 親子で楽しむ運動会 登録児童 中村第２小学校体育館 事前出欠確認 無料 相馬市川原町児童セン
ター　0244-36-6355

117 6 相双 11/30（月）10：00～11：30
12/1（火）10：00～11：30
12/4（金）10：00～11：00

おやこ教室　ひまわりクラブ・さ
くらクラブ・たんぽぽクラブ（クリ
スマス制作）

季節行事。親子で制作を楽しむ。 おやこ教室ひまわりク
ラブさくらクラブたん
ぽぽクラブ登録者

相馬市中央児童セン
ター

不要 無料 相馬市中央児童セン
ター　0244-35-2008

118 6 相双 12/2・9・16（水）
10：30～11：00

プレおやこ１２月 季節の制作。リトミック教室。 どなたでも 相馬こどものみんなの
家

不要 無料 相馬こどものみんなの
家　0244-35-4700
相馬市中央児童セン
ター　　0244-35-2008

119 6 相双 12/7（月）10：00～11：30
12/8（火）10：00～11：30
12/11（金）10：00～11：00

おやこ教室　ひまわりクラブ・さ
くらクラブ・たんぽぽクラブ（クリ
スマス会）

季節行事。茶話会でお母さん同士の交流。サンタさん登場。 おやこ教室ひまわりク
ラブさくらクラブたん
ぽぽクラブ登録者

相馬市中央児童セン
ター

不要 無料 相馬市中央児童セン
ター　0244-35-2008

120 6 相双 12/24（木）10：00～12：30 ポニークラブ・クリスマス会 楽しいレクリエーションとプレゼント交換、昼食はみんなでサンドイッ
チパーティー。

学童クラブ（ポニー）
登録児童

相馬市中央児童セン
ター

不要 無料 相馬市中央児童セン
ター　0244-35-2008

121 6 相双 12/25（金） 餅つきとお正月飾りつくり 昔ながらの臼と杵で餅つきをし、鏡餅作りをする。相馬地方の雑煮、
あんこ、きなこで餅の試食をする。

学童クラブ（ポニー）
登録児童

相馬市中央児童セン
ター

不要 無料 相馬市中央児童セン
ター　0244-35-2008

122 6 相双 １２月中旬予定 クリスマス会 各児童クラブ事に企画 登録児童 各児童クラブ 当日出席者 無料 相馬市川原町児童セン
ター　0244-36-6355

123 6 相双 随時 家庭教育応援企業推進活動 家庭教育の推進に関する取組（学校行事への参加促進、職場参観
日の開催など）を実施する企業を募集する。
企業における家庭教育の学習会の開催を働きかけ、講師の紹介等
の支援をする。

域内各市町村商工会
議所・商工会所属企
業

各企業 要（申込用紙有
り）

無料 相双教育事務所総務社
会教育課
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124 6 相双 随時 親子の学び応援講座 主として、幼稚園・小学校における家庭教育の推進に向けて、各地
区にモデルＰＴＡを設置し、親の学び・家庭での実践活動を支援す
る。

相馬市立飯豊小学
校・幼稚園ＰＴＡ

相馬市立飯豊小学校・
幼稚園ＰＴＡ各家庭
（相馬市）

相双教育事務所総務社
会教育課

125 6 相双 月１（２）回火曜日 スポーツチャンバラ スポーツチャンバラで体を動かし、体力の増進を目指す。礼儀作
法、集中力をつける。

学童クラブ（ポニー）
登録児童

相馬市中央児童セン
ター

不要 無料 相馬市中央児童セン
ター　0244-35-2008

126 6 相双 毎週木曜日午前10：00～
11：30

子育て応援イベント（アイアイ
広場）

遊び場コーナー、工作コーナーなど、親子で楽しめるイベントを開催
します。

年度当初に登録した
幼児及び保護者30組

相馬愛育園 事前登録制によ
り受付終了

1000円
（年会費）

相馬愛育園
0244-36-5591

127 7 いわき ○10/17（土）、18（日）、24
（土）、25（日）
○11/7（土）、8（日）
○12/19（土）、20（日）

チャレンジふくしまパフォーミン
グアーツプロジェクト

県内の中高生達がプロの劇作家、音楽家等のアドバイスを得なが
ら、ミュージカルの創作・公演のための練習を行い、「明日のふくし
ま」を創造する力を育んでいく。

福島県内の中高生 いわき市内 要 無料 福島県文化スポーツ局
文化振興課
024-521-7154

128 7 いわき 10/30（金） ワークルール出前講座 労働トラブルの未然防止や解決を図るために、基本的な労働の知
識（ワークルール）の理解を深める出前講座を行います。

福島県立いわき翠の
杜高等学校の生徒

福島県立いわき翠の杜
高等学校

必要 無料 福島県労働委員会事務
局
024-521-7594

129 7 いわき 9/27（日）～11/8（日） キッズアート展　はっぴーじょう
もんＤＯＭＥＮ～笑顔がいっぱ
い～

子どもたちを対象として、縄文の土面を粘土で作るワークショップで
す。できた土面はアクアマリンふくしま内に展示します。受け付けは
11：00、13：00、15：00。定員は各回30名です。

高校生以下 アクアマリンふくしま本
館３階オセアニック・ガレ
リア北側

なし なし
※別途入館
料が必要で
す

0246-73-2525

全　129事業


