
平成２８年度「子育て支援を進める県民運動」関連事業一覧

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 年間75回以上開催 食と放射能に関する説明会 県民に向け、学識経験者等による少人数の説明会を行い、食と放射
能に関する正確な知識の普及・啓発を行う。安全な福島県産品を安
心して消費することにより、家族の未来につなげる。（小中高校の授
業や、幼稚園の保護者会、子育てサークルなどでも開催している。）

※開催団体・グルー
プ募集中

※ご希望の会場で実施し
ます。会場のみご用意く
ださい。

※開催団体・グ
ループ募集中

無料 食と放射能に関する説
明会　事務局
電話024-953-8266

2 0 全県 平成28年9月～平成29年3
月にかけて

映画「ちえりとチェリー」上映会 映画「ちえりとチェリー」は、生命の輝きと向かい合いそこから新たに
未来に向けて旅立とうとする少女の心の成長の作品です。子どもた
ちの未来への「生命の輝き」と震災からの心の自立を伝えていくこと
を目的に、県内で映画の上映会を行います。

福島県民。特に幼稚
園児、小学児童、中
学校生徒。

県内市町村の会館（20カ
所予定）。

不要 一般：1,100
円、
4歳～小学校
高学年：700
円

株式会社ラジオ福島
024-531-4320

3 1 県北 原則
毎週月曜日・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することができます。
　１０月11日（火）は、醸芳保育所で「食育講座と給食試食会」を開催
します。また、１２月８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

4 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１１日（火）は醸芳保育所で「食育講座と給食試食会」、１１月
８日（火）は醸芳保育所で「避難訓練」を開催します。また、１２月８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
さんから就園前（もし
くは入園前）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

5 1 県北 10/2(日)
12:30～16:00

オリンピックデー・フェスタinくに
み

東日本大震災復興支援事業
オリンピアンと一緒にふれあい運動会で汗を流そう!
スポーツプログラム(手つなぎ鬼、オリンピアンとのQ&A)、記念撮影、
ハイタッチ、サイン会

国見町及び近隣地
区小中学生　１００名

上野台運動公園グリー
ンアリーナ(国見町)

要
観覧自由

無料 国見町観月台文セン
ター
024-585-2676

6 1 県北 10/8(土) くにみももたん広場「おはなし
会」

季節にあった絵本の読みきかせや手遊び歌、工作 小学生以下とその保
護者

国見町屋内遊び場「くに
みももたん広場」

不要 無料 くにみももたん広場
024-585-5799

7 1 県北 10/12(水)
10:00～11:30

イキイキ子育てクラブ 年間活動計画による親子活動、親子の交流、情報交換、子育て相談
栄養士のおはなし「すぐに役立つ食のヒント」

国見町内の未就学
児とその保護者及び
祖父母

国見町地域子育て支援
センター

要 無料 国見町地域子育て支援
センター
024-5859-2374

8 1 県北 10/13（木）、11/10（木）、
12/8（木）
各日とも10：30～11：00

赤ちゃんと保護者のための”ち
いさなおはなしかい”

わらべうたやおはなしを一緒に楽しむおはなしかいを開催します。 ０歳から３歳くらいま
での赤ちゃんと保護
者

福島県立図書館 不要 無料 福島県立図書館
資料情報サービス部
024-535-3218

9 1 県北 10/14(金)
12/7(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

10 1 県北 10/18（火）
11/8（火）
12/8（木）
原則１０：００～１１：３０

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８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 事前申し込みは
いらないが、登録
が必要

無料 桑折町児童館
０２４－５８２－１５００
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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

11 1 県北 10/19(水)
10:00～11:30

子育てひろば　ニコニコ相談会 妊娠中の健康管理や栄養相談、乳幼児の身体測定、栄養相談、子
育て相談

国見町内の未就学
児とその保護者及び
祖父母

国見町地域子育て支援
センター

要 無料 国見町地域子育て支援
センター
024-5859-2374

12 1 県北 10/20（木）
11/17（木）
12/8（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８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

13 1 県北 10/26（水)
10:00～11:30

イキイキ子育てクラブ 年間活動計画による親子活動、親子の交流、情報交換、子育て相談
ミニミニ運動会をしよう!

国見町内の未就学
児とその保護者及び
祖父母

国見町地域子育て支援
センター

要 無料 国見町地域子育て支援
センター
024-5859-2374

14 × 1 県北 10/28（金）
11/25（金）
12/16（金）
10時00分～12時00分

ままカフェ＠ふくしま ままカフェは、避難先から戻ってきたママのための居場所です。いつ
来ても、いつ帰っても大丈夫。ご自身のタイミングにあわせてお気軽
におこしください。ママひとりでも、お子様をつれての参加も大丈
夫。、お茶をのみながらのんびりお話しできます。他のママやスタッフ
とじっくりお話ししたり、情報交換したり、その日の気分で自由に時間
を過ごしていただけます。していただけます。お子様と一緒でも、託
児スタッフがいますのでご安心ください。

震災後、県外等、他
地域に避難した経験
を持ち、福島に戻っ
てきた母親

福島市保健福祉セン
ター（３階　和室）（福島
市）

不要 無料
※ドリンク
バー利用の
方のみ200円

ふくしま子ども支援セン
ター
024-573-0150

15 1 県北 10／29（土）
１３：００～１４：００
（受付１２：３０～）

子どもの夢育成事業（親子ふれ
あいサッカー教室）

福島ユナイテッドＦＣと連携し、県内各地で「親子ふれあいサッカー教
室」を開催しています。

中学生以下の児童
生徒とその保護者

カントリーパークとうわ
（二本松市）

必要 無料 （株）ＡＣ福島ユナイテッ
ド
０２４－５７３－８２０３

16 1 県北 10/29（土）～10/30（日） 第35回福島県保育・子育ての
つどい

保育・子育てのつどいは、今年で35回目を迎え、福島市での開催に
なります。県内の保育・幼児教育・学童保育に関わる人々との交流と
学習をしてみませんか。

保育者・教師・父母・
学生・研究者・行政
関係者

パルセいいざか　飯坂保
育所

必要 2日間で2,000
円

第35回福島県保育・子
育てのつどい実行委員
会
024-521-4779

17 1 県北 10/31(月)
10:30～12:00
13:00～14:30
15:00～16:30

くにみももたん広場「ハロウィ
ン」

くにみももたん広場でハロウィンを楽しもう! 小学生以下とその保
護者

国見町屋内遊び場「くに
みももたん広場」

不要 無料 くにみももたん広場
024-585-5799

18 1 県北 11/2(水)
10:00～11:30

子育てひろば　ニコニコ相談会 妊娠中の健康管理や栄養相談、乳幼児の身体測定、栄養相談、子
育て相談

国見町内の未就学
児とその保護者及び
祖父母

国見町地域子育て支援
センター

要 無料 国見町地域子育て支援
センター
024-5859-2374

19 1 県北 11/4（金）
13時30分～　16時30分

魅力ある職場づくり推進セミ
ナー　福島会場

福島労働局では、若者や女性をはじめすべての労働者が働きやす
い職場環境を作るため、「魅力ある職場づくり」を推進する取組みを
実施しています。平成29 年1月1日から育児・介護休業法及び男女
雇用機会均等法が改正・施行されることに伴い、「魅力ある職場づく
り」を推進するためのセミナーを開催します。ぜひご参加ください。※
郡山会場は定員となりましたので、申込みを締め切らせていただきま
した。

事業主、人事・労務
管理担当者

ホテル福島グリーンパレ
ス 瑞光の間（福島市）

必要 無料 024-536-4609

20 1 県北 11/6(日)
10時45分～15時00分

みんなおいでよ！学童まつり 放課後児童クラブを利用している親子も、利用していない親子も「ミ
ニ学童」、「お化け屋敷」、「ケン玉こまコーナー」「将棋・オセロ」「キャ
ンドル」「スライム」等のイベントを学童紹介を通して学童の役割と
日々の活動の様子を知ってもらう機会にしたいと思っております。

どなたでも、親子の
参加大歓迎

こむこむ（福島市） なし なし 六華学童クラブ
024-536-1843
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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

21 1 県北 11/9（水)
10:00～11:30

イキイキ子育てクラブ 年間活動計画による親子活動、親子の交流、情報交換、子育て相談
小麦粉ねんどで遊ぼう! ～いろのふしぎ・もにょもにょ感触楽しもう～

国見町内の未就学
児とその保護者及び
祖父母

国見町地域子育て支援
センター

要 無料 国見町地域子育て支援
センター
024-5859-2374

22 1 県北 11/12(土) くにみももたん広場「おはなし
会」

季節にあった絵本の読みきかせや手遊び歌、工作 小学生以下とその保
護者

国見町屋内遊び場「くに
みももたん広場」

不要 無料 くにみももたん広場
024-585-5799

23 1 県北 11/13（日）
１０：３０～１２：００
１３：３０～１５：００

わんぱくミュージアム
「キラキラつやつや七宝焼バッ
ジに挑戦！！」

美術館学芸員の指導の下、七宝焼バッジを作る。 小学生～高校生 県立美術館 要 無料 県立美術館
０２４－５３１－５５１１

24 1 県北 11/14(月)～11/25（金）
10時00分～12時00分、
13時00分～15時00分

あゆみ子育て支援センター、ミ
ニ水族館

震災後困難になった海の生物・砂遊びを体験させる。
・親子で楽しむ魚の観賞会
・沖縄の砂を用いた安全な貝殻探し体験
※毎週月～金曜日実施します。

福島市内在住の未
就学児及びその保
護者・養育者

あゆみ保育園あゆみ子
育て支援センター（福島
市）

あり なし 社会福祉法人北中央社
会福祉会　あゆみ保育
園
024-555-6810

25 1 県北 11/16(水)
10:00～11:30

子育てひろば 親子の交流、情報交換、子育て相談 国見町内の未就学
児とその保護者及び
祖父母

国見町地域子育て支援
センター

要 無料 国見町地域子育て支援
センター
024-5859-2374

26 1 県北 11/30（水)
10:00～11:30

イキイキ子育てクラブ 年間活動計画による親子活動、親子の交流、情報交換、子育て相談
ふれあい体操　楽しく体を動かしましょう!

国見町内の未就学
児とその保護者及び
祖父母

国見町地域子育て支援
センター

要 無料 国見町地域子育て支援
センター
024-5859-2374

27 1 県北 12/1（木）
13:30～15:00（予定）

平成２８年度ふくしまWLBフォー
ラム

仕事の生活の調和についての、講演会等を実施します。 企業の管理職、関心
のある方

福島県男女共生セン
ター（二本松市）

必要 無料 福島県男女共生セン
ター事業課
0243－23－8304

28 1 県北 12/4(日)
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

29 1 県北 12/10(土)
9:30～12:30

こどもまつり 人形劇、読み聞かせ、クリスマス小物、お菓子作りなどを通して、地
域の人々や友達とふれあう。

国見町内の幼稚園
児・小学生

国見町観月台文化セン
ター

要 無料 国見町公民館
024-585-2676

30 1 県北 12/11（日）
１３：００～１６：００

親と子の美術教室
「クリスマスを彩るどうぶつライ
トをつくろう！」

外部講師の指導の下、足下灯を作成する。 小学生以上の子と親 県立美術館 要 ２，０００円 県立美術館
０２４－５３１－５５１１

31 1 県北 12/14(水)
10:00～11:30

子育てひろば　ニコニコ相談会 妊娠中の健康管理や栄養相談、乳幼児の身体測定、栄養相談、子
育て相談

国見町内の未就学
児とその保護者及び
祖父母

国見町地域子育て支援
センター

要 無料 国見町地域子育て支援
センター
024-5859-2374
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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

32 1 県北 12/21（水)
10:00～11:30

イキイキ子育てクラブ 年間活動計画による親子活動、親子の交流、情報交換、子育て相談
クリスマス会　ミニミニ誕生会

国見町内の未就学
児とその保護者及び
祖父母

国見町地域子育て支援
センター

要 無料 国見町地域子育て支援
センター
024-5859-2374

33 1 県北 12/25(日)予定
10:30～12:00
13:00～14:30
15:00～16:30

くにみももたん広場「クリスマス
会」

くにみももたん広場でクリスマスを楽しもう!
サンタさんとじゃんけんポン!(予定)

小学生以下とその保
護者

国見町屋内遊び場「くに
みももたん広場」

不要 無料 くにみももたん広場
024-585-5799

34 2 県中 毎週水曜日
９：３０～１１：３０　　開催し
ない日もありますので事前
にご連絡ください

子育て支援センターあそびの
広場

わかば幼稚園園庭や遊具の開放と、保育士によるあそびの広場で
す。

幼児と保護者 子育て支援センター
（わかば幼稚園）

不要 無料 子育て支援センター
（わかば幼稚園）

35 × 2 県中 10/１日（土）　～
12/27(火）

仮設住宅の子どもの居場所づ
くり（放課後学習サポート＆こど
も広場）

震災後に避難して仮設住宅で生活している子ども等を対象に、仮設
住宅の集会所や空き仮設住宅を活用して、子どもがのびのびと遊ん
だり、学んだり、友人と関われる子どもの居場所の提供をしていま
す。

仮設住宅等で避難
生活をしている双葉
郡の子ども達

笹谷東部仮設住宅　西
集会所/　しのぶ台仮設
住宅　集会所/　旧佐原
小学校跡仮設住宅　談
話室/　安達運動場仮設
住宅　B集会所/　三春
の里仮設住宅談話室、
熊耳仮設住宅集会所

不要 無料 ビーンズふくしま　うつく
しまふくしま子ども未来
応援プロジェクト
県北（福島市・二本松市
の活動）024-573-0150
県中（郡山市・三春町の
活動）024-983-9481

36 2 県中 10/3（月）
１０：１５～１６：００

放課後子ども教室研修会 放課後子ども教室・放課後児童クラブ関係者の研修を行います。
・講演会
・実践発表
・けん玉教室

放課後子ども教室関
係者

須賀川市東公民館
キャロン広場（須賀川市
立第三小学校）

必要 無料 福島県教育庁県中教育
事務所総務社会教育課
０２４－９３５－１４８８

37 2 県中 10/6（木）ベビーマッサー
ジ合同教室
10/27（木）
11/24（木）
12/5（木）

親子ふれあい教室 ０歳から６歳までの親子の交流教室、親子遊び、絵本の読み聞かせ
など遊びの教室です。祖父母の参加も歓迎

０歳から４歳までの
親子等

１０月は母子健康セン
ター
１１月以降は子育て支援
課キッズルーム

不要 無料 小野町子育て支援課

38 2 県中 10/6,13,20,11/10,17,24,12
/1,8,15毎週木曜日
９：３０～１１：３０

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。

乳児と保護者 うつみね児童館 不要 無料 うつみね児童館
TEL　0248(76)1220

39 2 県中 10/7（金） 遊びと交流ひろば 広い会場で、思いっきりのびのびと遊び、親子が交流する広場です。
歌、手遊び、ボール遊び、体操など

０～４歳の子どもと保
護者

小野町多目的研修集会
施設　大ホール

不要 無料 小野町子育て支援課

40 2 県中 10/7（金）　10/28（金）
11/7（月）　11/11（金）
12/2（金）　12/16（金）
１０時３０分～

親子体操教室 リズムに合わせて親子で体を動かす楽しさを味わう教室を開催しま
す。

どなたでも 大東こども園　遊戯室 不要 無料 ０２４８－７９－３３１８

41 2 県中 10/8(土)
10/15（土）
10時30分～11時30分

福島大学児童文化研究会　影
絵・人形劇鑑賞会

福島大学の児童文化研究会の皆さんによる、楽しい人形劇や影絵
です。

誰でも えぽか　１階　健康増進
広場

不要 無料 ０２４３－６３－２７８０
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42 2 県中 10/11(火）、11/8(火）、
12/13(火）

ひよこクラブ 未就園児の保護者と幼児を対象に、園児と一緒に園内で遊んだり、
親子で制作をしたりする。また生活発表会後には、園児の発表を見
学する。

０歳～就園前のこど
もとその保護者

仁井田幼稚園 必要なし おやつ代
１００円

仁井田幼稚園
０２４８－７８－２７６７

43 × 2 県中 10/13（木）
11/10（木）
12/ 8（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、避難先から戻ってきたママのための居場所です。いつ
来ても、いつ帰っても大丈夫。ご自身のタイミングにあわせてお気軽
におこしください。ママひとりでも、お子様をつれての参加も大丈夫。
お茶をのみながらのんびりお話しできます。他のママやスタッフとじっ
くりお話ししたり、情報交換したり、その日の気分で自由に時間を過
ごしていただけます。していただけます。お子様と一緒でも、託児ス
タッフがいますのでご安心ください。

震災後、県外等、他
地域に避難した経験
を持ち、福島に戻っ
てきた母親

NPO法人子育て支援コ
ミュニティ　プチママン
(郡山市)

必要 無料
※ドリンク
バー利用の
方のみ200円

ふくしま子ども支援セン
ター
024-573-0150

44 2 県中 10/14（金)
11/11（金）
12/12(金）

すくすく発達教室 お子さんの発達に不安がある親子を対象にあそびや交流を行いま
す。

１０月は母子健康セン
ター
１１月以降は子育て支援
課キッズルーム

要 無料 小野町子育て支援課

45 2 県中 10/17（月）
11/14（月）
12/19（月）

ママのリフレッシュ教室 産後のうつ予防のためのヨガ体操や呼吸法などの教室、お子さん連
れで参加可、ボランティアさんの見守りがあります。

おおよそ産後１年ま
でのママ

１０月は母子健康セン
ター
１１月以降は子育て支援
課キッズルーム

不要 無料 小野町子育て支援課

46 × 2 県中 10/18（火）
１５：００～

よい歯の表彰 ３歳児健診で虫歯のないお子さんの表彰式 ３歳児健診で虫歯の
ない３歳児

母子健康センター 対象者のみ 無料 小野町子育て支援課

47 2 県中 10/21（金）
13:00～16:00

母子保健指導者研修会 地域母子保健活動を推進し母子保健全体の向上を図るため、母子
保健関係者を対象に本研修会を開催します。内容は「不育症の基礎
知識～診療と支援の実際」及び「相対的思春期早発症による低身
長」の２題です。

母子保健関係者 ビックパレットふくしま　4
階プレゼンテーション
ルーム（郡山市）

必要 無料 母子衛生研究会
03-4334-1155

48 2 県中 10/22（土） おやこ体験クラブ まほろん（福島県文化財センター白河館）での親子体験 親子４０名 まほろん 要 保険料
材料費

公民館

49 2 県中 10/27(木)　9:30～11:30 子育て支援講座　「愉快に楽し
くパペットワールド」

パペットワールドあそんぺのみなさんによる人形劇を鑑賞します。 乳児と保護者 うつみね児童館 不要 無料 うつみね児童館
TEL　0248(76)1220

50 2 県中 10/27(木)　9:50～10:50 人形劇鑑賞 劇団すぎのこによる人形劇「わらしべ長者」を開催します。 未就園児親子(5組程
度）

子育て支援センター「つ
ぼみ」

不要 無料 子育て支援センター「つ
ぼみ」
ＴＥＬ　0248-94-2047

51 2 県中 10/27(木）
9　時50分～　10　時　50
分

人形劇鑑賞 劇団すぎのこによる人形劇「わらしべ長者」を開催します。 未就園児親子（5組
程度）

子育て支援センター「つ
ぼみ」(須賀川市）

必要 無料 0248-94-2047

52 2 県中 10/28（金）
１０：１５～１５：４５

家庭教育フォローアップ研修会 家庭教育支援者の研修会を行います。
・講演会
・講義・演習

家庭教育支援者 県環境創造センター交
流棟「コミュタン福島」

必要 無料 福島県教育庁県中教育
事務所総務社会教育課
０２４－９３５－１４８８
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53 2 県中 10/28(金） 学習発表会 園児達の学習成果を保護者、地域住民に披露する。 保護者、地域住民 白江こども園 不要 無料 白江こども園
０２４８－６５－２１７７

54 2 県中 １０月２９日（土）
３０日（日）
（30日は展示と遊び場開
放のみ）

子育てフェスタ こまちフェスタ会場で実施
子どもの遊び場、ワークショップ（手型足型アート、ぷら板作成など）
児童クラブ、子ども教室活動作品展示　子育てボランティア活動紹
介、授乳・おむつ交換コーナーなど

一般 小野町海洋センター 不要 無料 小野町子育て支援課

55 2 県中 10/29（土）
10/30（日）

小町ふれあいフェスタ 町内幼児施設園児、小中学生、の作品展示 一般 町民体育館 不要 無料 小野町公民館

56 2 県中 10/29（土）、10/30（日） 岩瀬地域文化歳祭 地域文化祭に園児の作品を出展して地域住民との交流を図る。 保護者、地域住民 岩瀬農村環境改善セン
ター

不要 無料 岩瀬公民館
０２４８－６５－２１００

57 2 県中 10／29（土）
11／19（土）
12／3（土）
12／17（土）
10時30分～11時30分

郡山女子大学短期大学部子育
て支援事業「いっしょにあそぼ
う」

郡山女子大学の皆さんによる、ペープサート絵本の読み聞かせで
す。

誰でも えぽか　１階　健康増進
広場

不要 無料 ０２４３－６３－２７８０

58 2 県中 11/1（火）
13時30分～　16時30分

魅力ある職場づくり推進セミ
ナー　郡山会場

福島労働局では、若者や女性をはじめすべての労働者が働きやす
い職場環境を作るため、「魅力ある職場づくり」を推進する取組みを
実施しています。平成29 年1月1日から育児・介護休業法及び男女
雇用機会均等法が改正・施行されることに伴い、「魅力ある職場づく
り」を推進するためのセミナーを開催します。ぜひご参加ください。※
郡山会場は定員となりましたので、申込みを締め切らせていただきま
した。

事業主、人事・労務
管理担当者

ビッグパレットふくしま
コンベンションホールB
（郡山市）

必要 無料 024-536-4609

59 2 県中 11/5（土）
13:00～16:00（開場12:30）

食の安全・安心アカデミーシン
ポジウム

県民に向け、３００人規模のシンポジウムを行い、食と放射能に関す
る正確な知識の普及・啓発を行う。安全な福島県産品を安心して消
費することにより、家族の未来につなげる。

どなたでも ホテルハマツ（郡山市） 必要（託児あり） 無料 福島民報社広告局「食
の安全・安心シンポ」係
電話024-531-4161

60 2 県中 【第１回】11/8（火）

【第２回】11/26（土）

HAPPYマタニティクラス 【第１回】助産師の講話(妊娠中の注意点や過ごし方）
　　　　　　調理実習（妊娠中の食事や離乳食の作り方）
【第２回】先輩パパママとの交流会
　　　　　沐浴体験

市内にお住まいの妊
婦及びパートナー
（定員30人）

須賀川市保健センター 各回、開催日の
１週間前までに
お申し込みくださ
い。

第１回のみ
食材費おひと
り400円

須賀川市健康づくり課
０２４８－８８－８１２３

61 2 県中 11/14（月）
９：００～１１：００

「ラ・ポム」さんのお話し会 絵本の読み聞かせ、わらべうたなどで楽しい時間をみんなで過ごし
ます。

興味のある方どなた
でも

プリムラこども園
そよかぜの部屋（須賀川
市）

必要 無料 子育て支援センター
にこにこひろば
電話０２４８－７６－４２１
８

62 2 県中 11/16（水） 学校支援実践研修会 学校支援地域本部事業についての研修会を行います。
・支援活動見学
・実践事例発表

学校支援地域本部
事業関係者

田村市立滝根小学校 必要 無料 福島県教育庁県中教育
事務所総務社会教育課
０２４－９３５－１４８８

63 2 県中 11/22（火） 子どもの相談会 子どもの成長、発達、行動などに関する個別の相談会です。保健師
と臨床心理士が応じます。

　
１１月以降は子育て支援
課キッズルーム

要 無料 小野町子育て支援課
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64 2 県中 11/23（金）
10時00分～15時00分

「人と地域とつながる子ども食
堂」講演会

全国各地で広がっている「子ども食堂」について学びながら子ども達
に必要な支援・居場所作りとは何かを考えます。

福祉関係者、学校教
育関係者、子育て支
援にご興味のある方

ビックパレットふくしま
（郡山市）

あり なし NPOしんぐるまざあず・
ふぉーらむ・福島
090-2452－4195

65 2 県中 12/4(日) 地域高齢者との餅つき交流会 地域の高齢者と餅つきを通じて、地域文化を学んだり、高齢者と交
流することにより敬老精神の啓蒙を図る。

地域の高齢者 白江こども園 不要 無料 白江こども園
０２４８－６５－２１７７

66 3 県南 10/2（日）10:00-11:30 みんなでチョウチョにぐちゃぐ
ちゃぬってあそぼう！！

ちょうちょの形に切ったダンボールに、自由に、好きなように、素手
で、絵の具をペイントして、１人１つ、元気な作品を作ってもらいなが
ら、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。

4歳児～小学6年生 矢吹町屋内外運動場 事前予約制(定
員20人)

無料 矢吹町教育委員会　子
育て支援課　0248-42-
2230

67 3 県南 10/4、11、25、11/1、8、
16、29、12/6、13、20
14：30～15：30

スポーツ教室（スポーツキッズ
育成教室Ⅱ）

外遊びの減った子ども達に、鬼ごっこやスクーターボード、マット運
動、ボール遊びを通して体力向上を図ると共に身体を動かす楽しさ
を味わいスポーツに親しむ土台を作ります。

4歳～6歳（市民）20
名

白河市総合運動公園中
央体育館

要
定員になり次第
終了

月1,200円
（月1,800円で
他教室受講
可）

NPO法人白河市体育協
会
0248-29-8655

68 3 県南 10/5（水）
10時30分～12時00分

親と子のまなびタイム 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、子育て体験談をきいた
り、茶話会をしたりして交流し、子育てについて学びます。

子育てしている方、
子育て支援に関わる
方など

矢祭町山村開発セン
ター

あり なし 矢祭町山村開発セン
ター
0247-46-2097

69 3 県南 10/5、12、19、26、11/9、
16、30、12/7、14、21
16：30～17：30

スポーツ教室（からだ元気塾） 遊びの多様化で外遊びの減った小学生。神経系トレーニング、球技
を通して楽しみながらバランスのよい身体作りをします。

小学生（市民）10名 白河市総合運動公園国
体記念体育館

要
定員になり次第
終了

月1,000円
（月1,500円で
他教室受講
可）

NPO法人白河市体育協
会
0248-29-8655

70 3 県南 10/5（水）
10：30～12：00

親と子のまなびタイム 家庭教育インストラクター県南の会を迎え、子どもを抱きながら、子
育て体験を話したり、茶話会を行います。

子育て中の方 矢祭町山村開発セン
ター

要 無料 矢祭町山村開発セン
ター
0247-46-2097

71 3 県南 10/6、20、11/17、12/1、
15

10：15～11：30

スポーツ教室（リトミック&産後
エクササイズ教室）

リトミック遊びを中心に親子ストレッチ、産後エクササイズ、スキン
シップ体操でリフレッシュし、親子の絆を深めませんか？

首の座った赤ちゃん
～2歳のお子様とマ
マ（市民）20組

白河市総合運動公園ア
ナビースポーツプラザ

要
定員になり次第
終了

月1,200円
（月1,800円で
他教室受講
可）

NPO法人白河市体育協
会
0248-29-8655

72 3 県南 10/8、22、11/5、19、
12/3、17
9：00～10：30

スポーツ教室（健康ノルディック
ウォーキング教室）

ポールを使って歩くことでウォーキングが全身運動となり、持久力や
筋力が向上し、首・肩の動き・血行をよくするなどの効果が得られま
す。

小学3年生以上（市
民）20名

市内 要
定員になり次第
終了

月1,200円
（月1,800円で
他教室受講
可）

NPO法人白河市体育協
会
0248-29-8655

73 3 県南 10/8（土）
10：00～14：00

助産師なんでも相談会 ・おっぱい相談、育児相談
・妊娠体験　※お父さんになられる方）
・アロマハンドマッサージ
・ベビーマッサージ
・赤ちゃん計測（身長、体重）　※1歳児まで
・乳房マッサージ
・テルミー

妊娠・出産期のママ
とそのご家族

白河市中田140
人材育成センター

不要 無料 一般社団法人
福島県助産師会白河会
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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

74 3 県南 10/10(月）
10：00～（9：30～13：30受
付）

しらかわスポーツフェスティバ
ル

スカットボールやストラックアウト等でshirakawaギネスにチャレンジ、
まちの保健室による健康チェック、体力測定等

どなたでも 白河市総合運動公園中
央体育館

不要 無 NPO法人白河市体育協
会
0248-29-8655

75 3 県南 10/13、11/10、12/8
10：15～11：30

スポーツ教室(ベビーマッサー
ジ教室）

赤ちゃんはママに肌をふれられ、ママはわが子をふれることでお互
いの情緒を安定させ、絆を深める素敵な時間を過ごしましょう。

2ヶ月～11ヶ月の赤
ちゃんとママ（市民）
20組

白河市総合運動公園ア
ナビースポーツプラザ

要
定員になり次第
終了

月1,200円
（月1,800円で
他教室受講
可）

NPO法人白河市体育協
会
0248-29-8655

76 3 県南 10/15（土）
10：00～15：00

プレーカーで遊ぼう！ プレーカーは、遊びの道具や工具をたくさん積んだ、遊び専用の軽
自動車です。
※10/15は、工作と七輪焼を予定しております。

子どもとその保護者
（年齢制限なし）

白河市郭内177-23
たんぽぽサロン

不要 無料
（飲食有料）

たんぽぽサロン
0248-21-7337

77 × 3 県南 10/18（火）
11/15（火）
12/20（火）
10時00分～12時00分

ままカフェ＠しらかわ ままカフェは、避難先から戻ってきたママのための居場所です。いつ
来ても、いつ帰っても大丈夫。ご自身のタイミングにあわせてお気軽
におこしください。ママひとりでも、お子様をつれての参加も大丈夫。
お茶をのみながらのんびりお話しできます。他のママやスタッフとじっ
くりお話ししたり、情報交換したり、その日の気分で自由に時間を過
ごしていただけます。していただけます。お子様と一緒でも、託児ス
タッフがいますのでご安心ください。

震災後、県外等、他
地域に避難した経験
を持ち、福島に戻っ
てきた母親

10月18日、12月20日：白
河中央老人福祉セン
ター（白寿園）
11月15日：コミュニティ・
カフェ　EMANON（ともに
白河市）

必要 無料
※ドリンク
バー利用の
方のみ200円

ふくしま子ども支援セン
ター
024-573-0150

78 3 県南 10/19、26、11/2、16、22、
30
18：30～21：00.

スポーツ教室（初心者ソフトテ
ニス教室）

ソフトテニスの底辺拡大と技術向上を目的とした教室です。 小学生以上中学1年
生、一般初心者（市
内）50名

白河市総合運動公園中
央体育館

要
定員になり次第
終了

2,500円 NPO法人白河市体育協
会
0248-29-8655

79 3 県南 10/19（水）
11/8（火）

親子食育講座 畑で育ったサツマイモノの収穫体験及び簡単な調理実習を行いま
す。

どなたでも 矢祭町山村開発セン
ター

不要 無料 矢祭町山村開発セン
ター
0247-46-2097

80 3 県南 10/27、11/24、12/22
10：15～11：30

スポーツ教室（親子ｄｅヨガ教
室）

親子で触れ合いながら心と体をリラックスさせると共に、子どもの発
達・発育を促します。

首の座った赤ちゃん
～2歳のお子様とマ
マ（市民）20組

白河市総合運動公園ア
ナビースポーツプラザ

要
定員になり次第
終了

月1,200円
（月1,800円で
他教室受講
可）

NPO法人白河市体育協
会
0248-29-8655

81 3 県南 11/13、27、12/11、25
10：00～12：00

スポーツ教室（陸上教室） 陸上をすでにやっている子、これから始めてみたい子、早く走れるよ
うになりたい子、誰でも参加してＯＫです。寒い季節こそ身体を動かし
て、ウイルスに負けない身体をつくりましょう。冬季の陸上の技術向
上、体力の向上を目的とした教室です。

小学4年生以上（市
内）30名

白河市総合運動公園陸
上競技場

要
定員になり次第
終了

4,000円 NPO法人白河市体育協
会
0248-29-8655

82 3 県南 12/3（木）
受付9：30～
講座10：00～13：00

パパママ講座 　パパママ講座では、妊娠中から産後の健康管理や食事のポイント
について学習していきます。参加者同士のおしゃべりや調理実習を
通して、お友達づくりをしながら主産に向けた準備をしましょう。

妊娠期のママとパパ 白河市北中川原313
保健センター

要 300円 白河市子ども未来室
こども支援課

83 3 県南 12/10（土）
10：00～15：00

プレーカーで遊ぼう！ プレーカーは、遊びの道具や工具をたくさん積んだ、遊び専用の軽
自動車です。
　※12/10は、クリスマス会を予定しております。

子どもとその保護者
（年齢制限なし）

白河市新白河二丁目
212
高山コミュニティセンター

要 未定 たんぽぽサロン
0248-21-7337

84 4 会津 6/20（月）～10月12日（水）
全６回（ほかに開講式、特
別講座あり）
昼の部　10:00～11:40
夜の部　19:00～20:40

ＰＴＡ研修会「親力アップセミ
ナー」

生涯学習の視点に立ち、地域の教育力を高めるためのＰＴＡ活動
や、子どもたちの健全な成長について学習する。講義のほか、グ
ループ討議などを行う。

小・中学生の保護者 会津若松市生涯学習総
合センター

要 不要 会津若松市生涯学習総
合センター（0242-22-
4700）
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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

85 4 会津 10月～11月にかけて行わ
れる就学時健康診断の保
護者待機時間

家庭教育講座 就学時健康診断における保護者の待機時間を活用し、子育て等に
ついての講義を行い、保護者の子育てについての学習機会として役
立ててもらう。

来年度就学を迎える
子どもをもつ保護者

各小学校 ― 不要 会津若松市生涯学習総
合センター（0242-22-
4700）

86 4 会津 毎月第１・３木曜日
10：30～11：00

赤ちゃんおはなし会 絵本の読み聞かせを行うとともに、子育てにおける絵本の読み聞か
せの重要性を保護者に伝えていく。

0歳～３歳までのお
子さんと保護者

会津図書館（こどもとしょ
かん内のおはなしのへ
や）

不要 無料 会津図書館（0242-22-
4711）

87 4 会津 10/1（土）10:00～15:30 県立博物館友の会映画会 午前の部は映画「ナイトミュージアム」、午後の部は「超高速！参勤
交代」を上映します。

どなたでも 福島県立博物館　講堂 不要　※午前・午
後とも入場整理
券を発行します。

無料 福島県立博物館
０２４２－２８－６０００

88 4 会津 10/1～12/31中の園指定
の水・金曜日
※詳しくは園のＨＰをご覧
下さい。

子育て支援「バギークラブ(0～1
歳）」「び～のび～の(2歳～未
就園児）」

バギークラブ(0～1歳の親子連れ対象）、び～のび～の(2歳～未就
園児の親子連れ対象）では、それぞれ参加されたお家の方同士の交
流や、親子で楽しく参加できる活動を行っています。予約制となりま
すので、参加希望の方はご連絡下さい！！

0歳～未就園児の親
子

子どもの森　子育て支援
センター（会津若松市）

あり 250円 学校法人白梅　認定こど
も園子どもの森
0242-22-3463

89 4 会津 10/1（土）
　8時30分～11時30分

【坂下東幼稚園】運動会 運動会に、祖父母や来年就園児・一年生を招待し、地域の方の応援
を行いながら実施する。

保護者、祖父母、
来年度就園予定児、
1年生、地域の方

坂下東小学校校庭
（雨天時：
　坂下東小学校体育館）

不要 無料 坂下東幼稚園
Tel　0242（83）8590

90 4 会津 10/4（火)
10時00分～11時00分

会津若松市生涯学習出前講座
「乳幼児期の子育て（感染症＋
薬の飲ませ方）」

会津若松市生涯学習出前講座を利用して開催します。会津若松市
の保健師さんを講師に迎え、乳幼児期にかかりやすい感染症などに
ついて学びたいと思います。

乳幼児を子育て中の
保護者

認定こども園若松第二
幼稚園星の子ランド
子育て支援ルーム（いろ
はにほっ❤）（会津若松
市）

あり なし 認定こども園若松第二
幼稚園
0242-36-7081

91 4 会津 10/8（土）、12/10（土）
１４：００～１５：００

ギャラリートーク「親子で楽しむ
ふくしまの歴史」

博物館学芸員が、大人と子どもの両方が楽しめる内容で常設展示
資料を中心に福島県の各時代を解説する。

どなたでも 県立博物館 不要 大人２７０円
こども無料

県立博物館
０２４２－２８－６０００

92 4 会津 10/8(土)14:00～15:00 ギャラリートーク　親子で楽しむ
ふくしまの歴史４「奈良・平安時
代のふくしま」

はにわ大王といっしょに展示品を見ながら、むかしの福島県のようす
について考えていきます。

どなたでも 福島県立博物館　常設
展示室

不要 無料　※常設
展観覧券が
必要です

福島県立博物館
０２４２－２８－６０００

93 4 会津 10/8（土）
　8時30分～11時30分

【坂下南幼稚園】運動会 来年入園予定のお子さんも参加できる競技があります。 来年入園予定園児と
その保護者

坂下南小学校校庭
（雨天時：
　坂下南小学校体育館）

不要 無料 坂下南幼稚園
0242－83－2410

94 4 会津 10/11、10/25、11/8、
11/22、12/13（全て火曜）
10時30分～11時00分

おはなしかい（絵本の読み聞か
せ）

30年間絵本の読み聞かせをやってこられた方に講師をお願いしてい
ます。楽しい時間を過ごしましょう。

乳幼児とその保護者 認定こども園若松第二
幼稚園星の子ランド
子育て支援ルーム（いろ
はにほっ❤）（会津若松
市）

なし なし 認定こども園若松第二
幼稚園
0242-36-7081

95 4 会津 10/16（日）
１０：３０～１６：３０

博物館でも読み聞かせ 読み聞かせボランティア「おはなしのへや」のベストセレクションを発
表する。

どなたでも 県立博物館 不要 無料 県立博物館
０２４２－２８－６０００
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96 4 会津 10/16（日）
１０：３０～１６：３０

作って！見て！感じる！ふくし
ま技の世界

県内のさまざまな伝統技術の技を目の前で一堂に見ることができる
イベントを開催する。

どなたでも 県立博物館 不要 無料 県立博物館
０２４２－２８－６０００

97 4 会津 10/16(日)10:30～11:30 開館30周年記念イベント「博物
館でも読み聞かせ」

読み聞かせボランティア「おはなしのへや」のみなさんによる読み聞
かせイベントを行います。今年は古事記の紙芝居も登場します。

どなたでも 福島県立博物館　体験
学習室

不要 無料 福島県立博物館
０２４２－２８－６０００

98 4 会津 10/22(土)14:00～15:00 開館30周年記念イベント「のぞ
いてみよう！けんぱくの裏側」

日ごろ入ることができない収蔵庫などの博物館の裏側をご案内しま
す。収蔵庫では土器や化石などをさわることもできます。

どなたでも 福島県立博物館　体験
学習室ほか

必要　※定員20
名　1ヵ月前から
申込受付開始

無料 福島県立博物館
０２４２－２８－６０００

99 4 会津 10/26(水)
10時00分～11時30分

親子で３Ｂ体操 ・親子で３Ｂ体操をします。
・ボールなど道具を使いながら楽しく体を動かします。

1歳～5歳の親子 城南コミュニティセンター
（会津若松市）

あり なし どんぐり山保育園子育て
支援センター
0242-28-0772

100 4 会津 10/28(金)14:00～15:30 開館30周年記念イベント「親子
でやすらぐ子守唄コンサート」

ＮＰＯ法人「日本子守唄協会」のみなさんによる子守唄コンサートを
お送りします。

どなたでも 福島県立博物館　講堂 必要　※1ヵ月前
から申込受付開
始

無料 福島県立博物館　０２４
２－２８－６０００

101 4 会津 10/28（金）
10:00～12:00

『こころのケアお話会』
（福島県慢性疾病児童地域支
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 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

102 × 4 会津 10/29（土）13：30～15：00 平成２８年度地域でつながる家
庭教育応援事業家庭教育応援
プロジェクト「親子の学び応援
講座」

講演「幼児期に与えるメディアの影響について」
講師　株式会社スキット　梅北勝夫　氏

ひまわり保育所ＰＴＡ
（会津美里町）

認定こども園ひかり
（会津美里町）

なし（対象者の
み）

無料 会津教育事務所総務社
会教育課
0242-29-5488

103 4 会津 11/4（金）
　9時00分～12時00分

【坂下南幼稚園】地域公開保育 幼稚園の保育活動を公開します。 どなたでも 坂下南幼稚園 不要 無料 坂下南幼稚園
0242－83－2410

104 4 会津 11/4（金）
　9時00分～12時00分

【坂下東幼稚園】学校地域公開
保育

地域の方に幼稚園児の活動の様子を見ていただく。 保護者、地域の方等
どなたでも

坂下東幼稚園 不要 無料 坂下東幼稚園
Tel　0242（83）8590

105 4 会津 11/5（土）
１７：３０～１９：００

けんぱく暗闇探検隊～もうひと
つの博物館ナイトミュージアム
～

真っ暗な展示室の中を懐中電灯の明かりを頼りに館内オリエンテー
リングを行う。

どなたでも
（小学生以下要保護
者同伴）

県立博物館 要 無料 県立博物館
０２４２－２８－６０００

106 4 会津 11/13(日） 会津若松まちなか子どもフェス
タ

主に小学生を対象とした職業体験や遊び体験等 主に小学生及び保
護者

会津若松市神明通り商
店街

一部要 一部有料（店
舗ごと）

代表者TEL
090-4885-1696
会津こどもみらい　志甫
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107 4 会津 11/15(火)
10時00分～11時00分

ヨガ教室 乳幼児を子育て中の保護者のみなさん、ヨガで心も身体もリフレッ
シュしましょう。

乳幼児を子育て中の
保護者

認定こども園若松第二
幼稚園星の子ランド
子育て支援ルーム（いろ
はにほっ❤）（会津若松
市）

あり なし 認定こども園若松第二
幼稚園
0242-36-7081

108 4 会津 11/15（火） 観劇会 人形劇・文化・芸術を鑑賞し情操を育む。 町内保育所入所者 野沢保育所 ７５０円 西会津町保育所事務局
0241-45-4455

109 4 会津 11/18(金)
10時00分～12時00分

これからママになるあなたへ～
プレママ集まれ～

出産を控えられた未来のお母さん、一緒に赤ちゃんの夢などをお
しゃべりしませんか。助産師と保育士、０・１・２歳の親子がお待ちし
ています。

妊娠中の方（プレマ
マ）

南町保育園地域子育て
支援センター（会津若松
市）

なし なし 南町保育園
0242-27-1965

110 4 会津 11/18（金）
13時30分～　16時30分

魅力ある職場づくり推進セミ
ナー　会津若松会場

　福島労働局では、若者や女性をはじめすべての労働者が働きやす
い職場環境を作るため、「魅力ある職場づくり」を推進する取組みを
実施しています。
　平成29 年1月1日から育児・介護休業法及び男女雇用機会均等法
が改正・施行されることに伴い、「魅力ある職場づくり」を推進するた
めのセミナーを開催します。ぜひご参加ください。

事業主、人事・労務
管理担当者

アピオスペース　展示
ホール（会津若松市）

必要 無料 024-536-4609

111 4 会津 28年11/20（日）
10:00～12:00

『こころのケア医療講演会』
（福島県慢性疾病児童地域支
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 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

112 × 4 会津 11/27（日）10:00～12:00 平成２８年度地域でつながる家
庭教育応援事業家庭教育応援
プロジェクト「親子の学び応援
講座」

講演「スポーツにおける水分補給と栄養について」
講師　大塚製薬株式会社　野崎石松　氏

新鶴小学校ＰＴＡ
（会津美里町）

新鶴公民館
（会津美里町）

なし（対象者の
み）

無料 会津教育事務所総務社
会教育課
0242-29-5488

113 4 会津 11/30（水）13：00～15：40 平成２８年度地域でつながる家
庭教育応援事業家庭教育応援
プロジェクト「フォローアップ研
修」
※詳細未定

①講義・演習「食育を考えよう」
　講師　会津大学短期大学部　准教授　鈴木秀子　氏
②事例発表　家庭教育インストラクター　会津さざなみの会

地域の家庭教育支
援者、市町村教育委
員会家庭教育担当
者、学校・ＰＴＡ関係
者、家庭教育に関心
のある方

道の駅あいづ　湯川・会
津坂下

要 無料 会津教育事務所総務社
会教育課
0242-29-5488

114 4 会津 12/3（土）
10：00～11：30

たのしい冬のおはなし会 季節の絵本の読み聞かせ、パネルシアターや紙芝居等で、本に親し
むきっかけづくりをしている。

会津に在住・在学の
小学生

会津図書館（こどもとしょ
かん内おはなしのへや）

不要 無料 会津図書館（0242-22-
4711）

115 4 会津 12/7（水）
10:00～12:00

『七色りぼん会』
（福島県慢性疾病児童地域支
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 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

116 4 会津 12/9（金）
　9時30分～11時30分

【坂下南幼稚園】幼稚園開放 幼稚園の施設を開放します どなたでも 坂下南幼稚園 不要 無料 坂下南幼稚園
0242－83－2410

11
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117 4 会津 12/9（金）
　9時30分～11時30分

【坂下東幼稚園】幼稚園開放
日・遊びの広場

未就園児が幼稚園に来て、園児と一緒に遊ぶ。
地域の方に園児の活動の様子を見ていただく。
子育てについての相談等。

未就園児、保護者、
地域の方等
どなたでも

坂下東幼稚園 不要 無料 坂下東幼稚園
Tel　0242（83）8590

118 4 会津 12/10(土)14:00～15:00 ギャラリートーク　親子で楽しむ
ふくしまの歴史５「鎌倉・室町時
代のふくしま」

はにわ大王といっしょに展示品を見ながら、むかしの福島県のようす
について考えていきます。

どなたでも 福島県立博物館　常設
展示室

不要 無料　※常設
展観覧券が
必要です

福島県立博物館
０２４２－２８－６０００

119 × 4 会津 12/15（木）13：00～13：55 平成２８年度地域でつながる家
庭教育応援事業家庭教育応援
プロジェクト「親子の学び応援
講座」

講演「４６１個の弁当は、親父と息子の男の約束」
講師　ミュージシャン　渡辺俊美　氏

宮川小学校５・６年
生児童、保護者
（会津美里町）

宮川小学校
（会津美里町）

なし（対象者の
み）

無料 会津教育事務所総務社
会教育課
0242-29-5488

120 4 会津 12/17(土)13:30～15:00 ミュージアムイベント「クリスマ
ス クラシック ライブ」

クリスマスのちなんだ名曲、一度は聞いたことがあるあの名曲など、
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　エント
ランスホール

不要 無料 福島県立博物館
０２４２－２８－６０００

121 4 会津 12/20(火)
10時00分～11時00分

クリスマスリース作り 親子で一緒にクリスマスリース作りを楽しみましょう。 乳幼児とその保護者 認定こども園若松第二
幼稚園星の子ランド
子育て支援ルーム（いろ
はにほっ❤）（会津若松
市）

あり 500円 認定こども園若松第二
幼稚園
0242-36-7081

122 5 南会
津

第１回目　10/13
第２回目　11/10

発達障がい児支援者スキル
アップ事業

発達障がいの早期把握、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 南会津保健福祉事務所 必要 無料 南会津保健福祉事務所
電話0241-63-0305

123 5 南会
津

10/25（火）
10:１５～15:３０

読書活動支援者育成事業 「絵本の良さ」や「子どもに読み聞かせをする際の選書の考え方や読
み聞かせのコツ」についての講演会を開催します。

どなたでも 御蔵入交流館
（南会津町）

要 無料 福島県教育庁南会津教
育事務所総務社会教育
課
０２４１－６２－５３６７

124 5 南会
津

12/9（金）
1３:００～14:30

地域でつながる家庭教育応援
事業

講師の先生を招いて、「食をとおした子育て」についての講演会を開
催します。

どなたでも 御蔵入交流館
（南会津町）

要 無料 福島県教育庁南会津教
育事務所総務社会教育
課
０２４１－６２－５３６７

125 5 南会
津

第１回目　9/23
第２回目　10/7
第３回目　10/21
第４回目　11/4

ペアレントプログラム講座 講師の指導のもとで、前向きな子育てができるようになるためのグ
ループワークを行います。

子育て中の保護者 第１回目　御蔵入交流館
第２回目　御蔵入交流館
第３回目　高齢者センター
第４回目  高齢者センター
（全て南会津町）

必要 無料 みなみあいづ障がい者
相談センター
電話0241-64-5120

126 6 相双 11/2、11/9、11/16、
11/30(水）
10：30～11：00

プレおやこ１１月 読み聞かせ。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

127 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・
ことり）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
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128 6 相双 月１回不定期 オカリナ教室 講師の先生を招いて楽しく音楽に触れあう。 学童クラブ（ポニーク
ラブ）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

129 × 6 相双 10/3（月）
11/7（月）
12/5（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、避難先から戻ってきたママのための居場所です。いつ
来ても、いつ帰っても大丈夫。ご自身のタイミングにあわせてお気軽
におこしください。ママひとりでも、お子様をつれての参加も大丈夫。
お茶をのみながらのんびりお話しできます。他のママやスタッフとじっ
くりお話ししたり、情報交換したり、その日の気分で自由に時間を過
ごしていただけます。していただけます。お子様と一緒でも、託児ス
タッフがいますのでご安心ください。

震災後、県外等、他
地域に避難した経験
を持ち、福島に戻っ
てきた母親

原町保健センター（2階
会議室）（南相馬市）

必要 無料
※ドリンク
バー利用の
方のみ２００
円

ふくしま子ども支援セン
ター
024-573-0150

130 6 相双 10/3（月）10：00～11：30
10/4（火）10：00～11：30
10/7（金）10：00～11：00

おやこ教室　ひまわりクラブ・さ
くらクラブ（秋祭り準備）制作

あきまつり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

131 6 相双 10/4（火）
9:00～10:30

子育て支援
園舎開放

未就園児を対象に園舎・園庭を開放し、在園児との交流を図る。 保護者
未就園児

相馬市立磯部幼稚園 不要 無料 相馬市立磯部幼稚園
0244-33-5761

132 6 相双 10/5、10/12、10/19、
10/26（水）
10：30～11：00

プレおやこ１０月 運動遊び。おやこ３Ｂ体操。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

133 6 相双 10/5（水）
11/9（水）
12/7（水）

園舎・園庭開放 園舎・園庭を開放し、未就園児や保護者とのふれあうことができる場
を提供します。

保護者
地域住民

大野幼稚園
園舎・園庭

不要 無料 相馬市立大野幼稚園
0244-35-1962

134 6 相双 10/5（火）
9：00～10：30
11/9（水）
9：00～10：30

園舎開放 未就園児の親子に開放し、遊びの場を提供します。保護者同士子育
ての悩みや情報を交換したり、保護者が相談に応じたりします。

未就園児　親子
（祖父母も可）

相馬市立八幡幼稚園 不要 なし 相馬市立八幡幼稚園
0244-36-0808

135 6 相双 10/5(水)
9:00～10:30

園舎開放 未就園児を対象に園舎を開放し、園児たちと一緒に活動を楽しむ。
園の絵本を貸し出しする。

未就園児、地域保護
者

相馬市立飯豊幼稚園 不要 無料 相馬市立飯豊幼稚園
0244-35-6756

136 6 相双 10/5(水)
9:00～10:30
12月14日(水)
9:00～10:30

子育て支援・園舎園庭開放 市内に住む親子（未就園児）を対象に親子での触れ合い交流をして
いただくための場として園舎を開放します。

未就園児と保護者 相馬市立日立木幼稚園 不要 無料 相馬市立日立木幼稚園
0244-35-0591

137 6 相双 10/7(金),10/21(金),11/4(
金),11/11(金),11/25(金),1
2/2(金),12/16(金)
10:00-11:00

親子ヒップホップ教室 親子ヒップホップ教室実行委員会主催で子どもたちの運動不足やス
トレス解消を目的とし、親子でリズミカルなヒップホップダンスをするこ
とで子どもたちに運動する楽しさをお届けすることを目的とした取り
組みです。

就学前の親子 新地町児童館 不要 不要 新地町児童館
0244-62-4432

138 6 相双 10/11・12・13　　5：30～
11/8・9・10　15：30～
12/6・7・8　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・
ことり・ひまわり・めだ
か）登録児童

相馬市中央児童セン
ター　　各学童クラブ

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
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139 6 相双 10/12(水)
10：00-11：30

たんぽぽひろば「室内大運動
会」

かけっこや、大玉転がし、玉入れ、お遊戯を行います。 就学前の親子
保育所入所前の親
子

新地町総合体育館 不要 不要 新地町児童館
0244-62-4432

140 6 相双 10/13(木)
10:30～12:00

マラソン大会 発達段階に応じた持久走の記録会に参加します。 保護者と地域の方 相馬市立日立木小学校
校庭

不要 無料 相馬市立日立木幼稚園
0244-35-0591

141 6 相双 10/14(金)
9:00～16:00
10/15(土)
9:00～14:00

飯豊公民館まつり 地域の公民館で行われる学習展に園児の作品を展示し、地域との
交流を図る。

地域住民、地域保護
者

飯豊公民館 不要 無料 相馬市立飯豊公民館
0244-35-2409

142 6 相双 10/15(土)
10:00-12:00

あそびのひろば 大人から子どもまで楽しめる「あそびのひろば」を開催します。昔語り
や独楽あそび、お手玉作りの実演、竹馬あそびなど伝統的なあそび
をたくさん行います。

0歳から18歳未満の
子ども

新地町児童館 不要 不要 新地町児童館
0244-62-4432

143 6 相双 10/17（月） 相馬市公立幼稚園5園の交流
会

相馬市公立幼稚園5園の園児が一堂に会し、交流を図ります。 相馬市公立幼稚園
全園児

相馬こどもドーム － － 相馬市立大野幼稚園
0244-35-1962

144 6 相双 10/17(月)
9:00～11:30

５園交流会 相馬市内公立幼稚園５園の全園児が相馬子どもドームに集まり、一
緒に運動遊びを楽しむ。

園児 相馬子どもドーム 不要 無料 相馬市立飯豊幼稚園
0244-35-6758

145 6 相双 10/17(月)
9:30～13:00

相馬市公立幼稚園交流会 相馬市立幼稚園５園の園児が一堂に会し，リトミックや遊びを等して
交流を図ります。

公立幼稚園全園児 相馬子どもドーム 不要 無料 相馬市立日立木幼稚園
0244-35-0591

146 6 相双 10/18(火),11/15(火),12/2
0(火)
10:00-12:00

赤ちゃんマッサージとママ体操 福島県の母子の健康支援事業として、毎月第3火曜日に「赤ちゃん
マッサージとママ体操」を開催します。
赤ちゃんマッサージ、親子ヨガ、ラフティヨガ、親子3B体操、絵本読み
聞かせ、手遊びなど

満1歳未満児童及び
その保護者

新地町保健センター 不要 不要 新地町児童館
0244-62-4432
新地町保健センター
0244-62-2096

147 6 相双 10/21（金）10：00～11：30 おやこ教室合同　ひまわりクラ
ブ・さくらクラブ・たんぽぽクラブ
（秋祭りととりかえっこバザー）

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。使わなくなった育児用
品のバザー。

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

148 6 相双 10/22（土）
10：00～11：30

第２回ふれあい運動会 障害物競走、パンク食い競争、宝探しなど ５０組の親子 愛育園グラウンド 必要（９月２６日
から受け付け開
始）

無料 相馬愛育園
0244-36-5591

149 6 相双 10/22（土）
10：00～12：00

ふれあいへスティバル（秋） 「ハロウィンパーティへようこそ」をテーマにハロウィングッズの製作
の他、ボーリング、つり、などの遊びコーナーを設けて幼児から小学
生まで自由に遊べるイベントを開催します。

幼児から小学生
親子でも

川原町児童センター 不要 無料 川原町児童センター
0244-35-6355
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150 6 相双 10/22（土） 大野祭 幼稚園の保育の成果の発表や小学生による発表等の参観ができま
す。

保護者
地域住民

大野小学校
体育館

不要 無料 相馬市立大野幼稚園
0244-35-1962

151 6 相双 10/22（土） バザー
模擬店

ＰＴＡ主催によるバザー・模擬店を開催します。 保護者
地域住民

大野小学校
体育館・校庭

不要 無料 相馬市立大野幼稚園
0244-35-1962

152 6 相双 10/24（月）10：00～11：30
10/25（火）10：00～11：30
10/28（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（３Ｂ
体操）

講師の先生を招いて楽しく体を動かす。運動不足解消と親子の触れ
合い。

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

153 6 相双 10/26(水)
10：00-11：30

たんぽぽひろば「消防自動車見
学と応急処置のお話」

消防士を講師に招いて消防車の見学と応急処置についてのお話を
行います。

就学前の親子
保育所入所前の親
子

新地町児童館 不要 不要 新地町児童館
0244-62-4432

154 6 相双 11/30(水)
10：00-11：30

たんぽぽひろば「親子たいそう」 講師を招いて親子一緒の3B体操を行います。 就学前の親子
保育所入所前の親
子

新地町児童館 不要 不要 新地町児童館
0244-62-4432

155 6 相双 11/1（火）
11/2（水）
11/4（金）

フリー参観 保護者等により自由での参観ができます。 保護者
地域住民

大野幼稚園
園舎・園庭

不要 無料 相馬市立大野幼稚園
0244-35-1962

156 6 相双 11/1（火） マラソン大会 園児の発達段階に応じた持久走記録会へ参加します。 保護者
地域住民

大野小学校
校庭

不要 無料 相馬市立大野幼稚園
0244-35－1962

157 6 相双 11/1(火)
9:00～11:30

保育参観
マラソン大会

マラソン大会で園児の走る姿を公開する。 保護者 相馬市立飯豊幼稚園及
び飯豊小学校周辺道路

不要 無料 相馬市立飯豊幼稚園
0244-35-6759

158 6 相双 11/1（火）
11/2（水）
10:00～13:00

フリー授業参観 １日を通して授業を公開する。 保護者
地域住民

相馬市立磯部幼稚園 不要 無料 相馬市立磯部幼稚園
0244-33-5761

159 6 相双 11/1(火)～11/2(水)
10:30～12:30

フリー参観 好きな時間においでいただき子ども達の普段の姿を公開します。 保護者と地域の方 相馬市立日立木幼稚園 不要 無料 相馬市立日立木幼稚園
0244-35-0591

160 6 相双 11/2(水)
9:00～11:30

フリー参観 1日を通して園生活の公開を行う。 保護者 相馬市立飯豊幼稚園 不要 無料 相馬市立飯豊幼稚園
0244-35-6760
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161 6 相双 11/4(金)
9:00～10:30

園舎開放 未就園児を対象に園舎を開放し、園児たちと一緒に活動を楽しむ。
園の絵本を貸し出しする。

未就園児、地域保護
者

相馬市立飯豊幼稚園 不要 無料 相馬市立飯豊幼稚園
0244－35－6761

162 6 相双 11/5（土）
8:30～14:30

学習発表会
（白波祭）
PTAもちつき会

学習の成果を保護者や地域住民を招待して発表する。
餅つきを通して食育に関する理解を深めると共に、親睦を深める。

保護者
地域住民
敬老

相馬市立磯部幼稚園
磯部小学校体育館

不要 無料 相馬市立磯部幼稚園
0244-33-5761

163 6 相双 11/7（月）10：00～11：30
11/8（火）10：00～11：30
11/11（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（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

164 6 相双 11/9(水)
10：00-11：30

たんぽぽひろば「人形劇」 人形劇を行います。 就学前の親子
保育所入所前の親
子

新地町児童館 不要 不要 新地町児童館
0244-62-4432

165 6 相双 11/14（月）10：00～11：30
11/15（火）10：00～11:30
11/18（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（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

166 6 相双 11/11（金）
10:00～11:05

ミュージカル鑑賞 親子でミュージカルを鑑賞し、交通安全についての意識を高める。 保護者 相馬市民会館 不要 無料 相馬市立磯部幼稚園
0244-33-5761

167 6 相双 11/12(土)
8:05～12:00

みずほ発表会 併設する飯豊小学校の学習発表会に園児も参加し、ダンス等を地域
住民に披露する。

保護者、地域住民 相馬市立飯豊小学校 不要 無料 相馬市立飯豊小学校
0244-35-3209

168 6 相双 11/12(土)
8:30～11:00

ポプラっ子祭 日頃の保育の成果を発表します。 保護者と地域の方 相馬市立日立木小学校
体育館

不要 無料 相馬市立日立木幼稚園
0244-35-0591

169 6 相双 11/14（月）10：00～11：30
11/15（火）10：00～11：30
11/18（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。遠足。

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

170 6 相双 11/17（木）
9:15～11:00

マラソン記録会 持久力向上の成果を発表する。 保護者
地域住民

相馬市立磯部幼稚園
相馬市立磯部小学校校
庭・周辺道路

不要 無料 相馬市立磯部幼稚園
0244-33-5761

171 6 相双 11/18（金）
10:30～12:00

幼小中合同避難訓練 学校・家庭・地域の防災における協力体制を構築する。
幼小中合同で避難訓練を行い、炊き出しや避難所設営を行う。

保護者
地域住民

相馬市立磯部幼稚園
相馬市立磯部小学校
相馬市立磯部中学校

不要 無料 相馬市立磯部幼稚園
0244-33-5761
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172 6 相双 11/20（日）
9：30～11：30

平成２８年度みんなで子育てワ
イワイショップ

歌に合わせて踊ったり、お店屋さんで遊んだり、親子でワイワイ楽し
めるイベントを開催します。

どなたでも 相馬市総合福祉セン
ター（はまなす館）

不要 無料 相馬愛育園
0244-36-5591

173 6 相双 11/27(日）9：00～12：00 「親子ふれあい運動会」 ・親子で体力測定及びゲームや競技に参加し、楽しく体を動かす。 3才～小学3年生まで
と保護者

相馬市松川浦スポーツ
センター

申込用紙　電話 無料 相馬市みなと保育園
0244-38-8045

174 6 相双 12/2（金）10：00～11：00
12/5（月）10：00～11：30
12/6（火）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（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

175 6 相双 12/3（土） 発表会 幼稚園の保育の成果の発表の参観ができます。 保護者
地域住民

大野幼稚園
遊戯室

不要 無料 相馬市立大野幼稚園
0244-35-1962

176 6 相双 12/3(土)
9:00～11:30

お楽しみ会 1日を通して園生活の公開を行う。 保護者 相馬市立飯豊幼稚園 不要 無料 相馬市立飯豊幼稚園
0244-35-6763

177 6 相双 12/6（火）
9:00～10:30

子育て支援
園舎園庭開放

「クリスマスのリースを作ろう！」と題し、親子でクリスマスリースを作
る。

保護者
未就園児

相馬市立磯部幼稚園 不要 無料 相馬市立磯部幼稚園
0244-33-5761

178 6 相双 12/7(水)
10：00-11：30

たんぽぽひろば「クリスマス制
作」

クリスマス用のクリスマスかざりを作成します。 就学前の親子
保育所入所前の親
子

新地町児童館 不要 不要 新地町児童館
0244-62-4432

179 6 相双 12/7、12/14（水）
10：30～11：00

プレおやこ１２月 季節の制作。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

180 6 相双 12/8(木)
9:00～10:30

園舎開放 未就園児を対象に園舎を開放し、園児たちと一緒に活動を楽しむ。
園の絵本を貸し出しする。

未就園児、地域保護
者

相馬市立飯豊幼稚園 不要 無料 相馬市立飯豊幼稚園
0244－35－6764

181 6 相双 12/9（金）10：00～11：00
12/12（月）10：00～11：30
12/13（火）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（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

182 6 相双 12/17（土） 保護者会行事 ポニークラブ・ことりクラブ保護者会行事。季節行事餅つき。臼と杵で
餅を搗き味わう。お正月飾りの制作。

学童クラブ（ポニー・
ことり）登録児童

相馬市中央児童セン
ター

必要 未定 相馬市中央児童セン
ター　0244-35-2008
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183 6 相双 12/21(水)
10：00-11：30

たんぽぽひろば「クリスマス会」 クリスマスにちなんだペープサート、手品、合唱、クリスマスプレゼン
ト等を行います。

就学前の親子
保育所入所前の親
子

新地町児童館 不要 不要 新地町児童館
0244-62-4432

184 6 相双 12/26（月）10：00～12：30 合同教室　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・
ことり・ひまわり・めだ
か・げんき）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

185 6 相双 12/27（火）10～12：30 合同教室　餅つき 昔ながらの臼と杵で餅つきをし、相馬地方の雑煮、あんこ、きなこで
餅を食べる。各学童クラブとの交流。

学童クラブ（ポニー・
ことり・ひまわり・めだ
か・げんき）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

186 7 いわ
き

10/8（土）～10/10(月・祝)
9：00～14：00

蛇の目ビーチ潮干狩り 蛇の目ビーチでアサリやハマグリの潮干狩りを開催します。 どなたでも アクアマリンふくしま
蛇の目ビーチ

不要 1袋1,000円 アクアマリンふくしま
0246-73-2525

187 7 いわ
き

10/24（月）
13時30分～　16時30分

魅力ある職場づくり推進セミ
ナー　いわき会場

福島労働局では、若者や女性をはじめすべての労働者が働きやす
い職場環境を作るため、「魅力ある職場づくり」を推進する取組みを
実施しています。　平成29 年1月1日から育児・介護休業法及び男女
雇用機会均等法が改正・施行されることに伴い、「魅力ある職場づく
り」を推進するためのセミナーを開催します。ぜひご参加ください。

事業主、人事・労務
管理担当者

いわき新舞子ハイツ　多
目的ホール（いわき市）

必要 無料 024-536-4609

188 7 いわ
き

10/25（火）
11/22（火）
12/13（火）
10時00分～12時00分

ままカフェ＠いわき ままカフェは、避難先から戻ってきたママのための居場所です。いつ
来ても、いつ帰っても大丈夫。ご自身のタイミングにあわせてお気軽
におこしください。ママひとりでも、お子様をつれての参加も大丈夫。
お茶をのみながらのんびりお話しできます。他のママやスタッフとじっ
くりお話ししたり、情報交換したり、その日の気分で自由に時間を過
ごしていただけます。していただけます。お子様と一緒でも、託児ス
タッフがいますのでご安心ください。

震災後、県外等、他
地域に避難した経験
を持ち、福島に戻っ
てきた母親

チャイルドケアトータル
サポートサービス
Wendyいわき（いわき市）

必要 無料
※ドリンク
バー利用の
方のみ200円

ふくしま子ども支援セン
ター
024-573-0150

189 7 いわ
き

10/29(土)～10/30(日)
10：00～15：30

ハロウィンギョスプレフェスティ
バル

ハロウィン限定アクアマリンオリジナル「インスタグラムフレーム」で写
真撮影ができるギョスプレ撮影会やギョスプレファッションショー、ギョ
スプレ工作などを開催します。

どなたでも アクアマリンふくしま 不要 必要な場合あ
り

アクアマリンふくしま
0246-73-2525

190 7 いわ
き

11/12（土）
13:00～16:00
（開場12:30）

食の安全・安心アカデミーシン
ポジウム

県民に向け、３００人規模のシンポジウムを行い、食と放射能に関す
る正確な知識の普及・啓発を行う。安全な福島県産品を安心して消
費することにより、家族の未来につなげる。

どなたでも ホテルハワイアンズ
（いわき市）

必要（託児あり） 無料 福島民報社広告局「食
の安全・安心シンポ」係
電話024-531-4161

191 7 いわ
き

11/19（土）
12：00～15：30

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」

保護者や学校・保育関係者などを対象とした講演会と、子どもと保護
者を対象としたおはなしかいを開催します。
併せて、図書展示と読書相談も開催します。

子どもと保護者、
学校・保育関係者、
読書ボランティアなど

いわき市
いわき産業創造館
企画展示ホール
（LATOV　６階）

不要 無料 福島県立図書館
企画管理部
024-535-3220

192 7 いわ
き

11/26(土)～12/25(日) アクアマリンクリスマス エントランスホールに高さ5mのクリスマスツリーを展示します。12月
23日(金・祝)～25日(日)は開館時間を20時まで延長します。期間中
はクリスマスにちなんだ楽しいイベントがいっぱいです。

どなたでも アクアマリンふくしま 不要 必要な場合あ
り

アクアマリンふくしま
0246-73-2525
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