
平成30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 概ね3か月間（6時間/日）
実施します。

離職者等再就職訓練事業
①母子家庭の母等の職業的自
立促進コース
②託児サービス付きコース

①　経済的な自立を図るため、就労経験の乏しい母子家庭の母等
に対して、職業訓練や就業支援を行う。
②　就学前の児童の保護者であり、職業訓練を受講することで、児
童を保育することができない方に託児サービスを提供する。

ハローワークの受講
あっせんを受けられ
る方

県内の各訓練会場 なし あり
※受講料：無
料
テキスト、資
格試験受験
料等：実費負
担

福島県産業人材育成課
024-521-7829

2

1 県北 原則
毎週月曜日・木曜日
10時00分～11時30分

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。
　また、１２月13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！」

なし
※事前申込はい
らないが、登録
が必要

なし 醸芳保育所
024-582-3229

3

1 県北 原則
毎週水曜日・金曜日
10時00分～11時30分

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。
　１１月2日（金）は醸芳保育所で「避難訓練」を開催します。また、１
２月１３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！」

なし
※事前申込はい
らないが、登録
が必要

なし 醸芳保育所
024-582-3229

4 ×

1 県北 おゆずり会　10/2（火）～5
（金）
絵本セラピー　10/17
歯磨き教室　11/7
クリスマス会　12月中旬
10時00分～16時00分

本宮市つどいの広場事業「さく
らんぼひろば」

おゆずり会　10/2（火）～5（金）
絵本セラピー　10/17
歯磨き教室　11/7
クリスマス会　12月中旬
10時00分～16時00分

これらの行事は登録者のみ参加できます。（登録料５００円）市街の
方も登録できます。

「さくらんぼひろば」
に登録している親子

さくらんぼひろば あり なし 特定非営利活動法人い
どばた会
0243-34-5270
090-1375-6956

5

1 県北 10/2（火）
10/16（火）
10/30（火）
11/6（火）
11/20（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・子育て応
援センター
024-544-0070

6

1 県北 10/3（水）
13時30分～14時30分

二本松市立東和小学校　家庭
教育学級

講師の先生を招いて、子育てに関する講演会を行います。 次年度入学する児
童の保護者

二本松市立東和小学校
音楽室

なし
※次年度入学児
童保護者のみ対
象

なし 二本松市立東和小学校
0243-46-3421

7

1 県北 10/4（木）
10/11（木）
10/18（木）
10/25（木）
11/1（木）
11/8（木）
11/15（木）
11/22（木）
11/29（木）
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時は相談員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・子育て応
援センター
024-544-0070

8 ×

1 県北 10/5（金）
9時00分～11時30分

交通教室（くにみ幼稚園） 地域の交通安全母の会の方，駐在所の方を招いて，各年齢に応じ
た交通安全指導を行う交通教室を実施します。

在園児 国見町立くにみ幼稚園 なし なし 国見町立くにみ幼稚園
024－585－2882
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9 ×

1 県北 10/5（金）～10/7（日）
11/3（土）
11/23（金）

国見ジュニア応援団 ふくしまの歴史や伝統文化、地域の産業、風評被害等震災後の福
島県と国見町の様々な課題等の学習（福島学・国見学）を深め、ふく
しまの現況や復興への取り組みを発信し、ふるさとに愛着を持つ子
どもを育成する。（全11回）

国見小6～県北中1
年生

国見町観月台文化セン
ター

なし あり
※5000円

国見町観月台文化セン
タ-
024-585-2676

10 ×

1 県北 10/5（金） 家庭教育講座「講演会」 来年、小学校に入学する子どもを持つ保護者のために子育て支援。 就学前児童の保護
者

国見小学校 なし なし 国見町観月台文化セン
タ-
024-585-2676

11 ×

1 県北 10/6（土）
10/13（土）
10/20（土）
10/27（土）

子ども太々神楽教室 内谷春日神社太々神楽保存会との連携講座。内谷春日神社の
太々神楽を子どもたちが体験し、伝統芸能を学び、郷土学習を深め
るとともに、若年層楽人の養成をも図る。(全9回）

国見小2～6年生 国見町内谷春日神社 なし なし 国見町観月台文化セン
タ-
024-585-2676

12
1 県北 10/6（土）

13時30分～15時30分
土とあそぼう！ たくさんの粘土をにぎったりこねたり、丸めたり・・・裸足になり、身体

全体を使って土とのかかわりを楽しみませんか？
小・中学生 福島県立美術館 あり

※先着10名
なし 福島県立美術館

024-531-5511

13

1 県北 10/9（火）
11/13（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

14 ×

1 県北 10/10（水）
10/24（水）
11/29（木）
12/19（水）
10時00分～11時30分

イキイキ子育てクラブ 乳幼児期における家庭教育の重要性を認識し、自信を持って前向
きに子育てに取り組むことができるように「共に学び、共に育ち合う」
場を提供する。

イキイキ子育てクラ
ブ会員とその保護者

国見町地域子育て支援
センター（藤田保育所
内）

あり
※イキイキ子育
てクラブ会員の
み

なし 藤田保育所
024-585-2374

15

1 県北 10/11（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歳くらいの赤
ちゃんと保護者

福島県立図書館 なし なし 福島県立図書館
024-535-3218

16

1 県北 10/11（木）
13時45分～15時00分

家庭教育学級 小学校就学を目前に控えた子育てのあり方についてお話を聞きま
す。

来年度小学校入学
予定児がいる親御さ
ん

二本松南小学校 なし なし 二本松市立二本松南小
学校
0243-23-0049

17 ×

1 県北 10/13（土）
11/10（土）
12/22（土）

国見っ子わんぱく広場 活動指導員に見守られながら安全に遊ぶことを基本にスポーツや
文化活動などを体験。（全11回）

国見小1～3年生 国見小学校体育館ほか なし あり
※500円（年
会費）

国見町観月台文化セン
タ-
024-585-2676

18 ×

1 県北 10/13（土）
10/27（土）
11/10（土）
11/24（土）
12/8（土）
12/15（土）
12/22（土）

子ども和楽器体験教室 町文化団体、古典観賞会との連携講座。児童生徒が三味線や琴の
演奏を体験することで日本文学の継承に努める。（全12回）

国見小4～県北中2
年生

国見町観月台文化セン
ター

なし なし 国見町観月台文化セン
タ-
024-585-2676

19

1 県北 10/13（土）
11/10（土）

よみきかせみみずく「おはなし
会」

読み聞かせサークルみみずくとの共催で毎月実施。 地域住民、親子 屋内遊び場
「くにみももたん広場」

なし なし 国見町観月台文化セン
タ-
024-585-2676

20 ×

1 県北 10/13（土）
14時00分～15時00分

PTA教養講座 人間の声で奏でる音を体感しよう（ボイスパーカッション） 本校児童・保護者 二本松南小学校 なし なし 二本松市立二本松南小
学校
0243-23-0049
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21

1 県北 10/16（火）
11/20（火）
12/18（火）
原則10時00分～11時30分

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。具体的には、近くの公園に遊びに行く、身
体を動かす遊び、クリスマス会等を実施します。

就園前のお子さんと
その保護者

桑折町児童館 なし
※事前申込はい
らないが、登録
が必要

なし 桑折町児童館
024-582-1500

22

1 県北 10/17（水）
11/7（水）
12/12（水）
10時00分～11時30分

ニコニコ相談会 町内在住のお子さんや妊婦さんを対象に相談会を開催します。
身長・体重計測、育児相談、栄養相談、絵本のよみきかせもあり、
みんなで楽しく過ごします。

国見町在住のお子さ
ん及びその保護者。
妊婦。

国見町地域子育て支援
センター（藤田保育所
内）

あり
※国見町保健福
祉課または藤田
保育所に申込み

なし 国見町保健福祉課
保健係
024-585-2783

23

1 県北 10/18（木）
11/15（木）
12/13（木）
9時30分～12時00分

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。

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」

あり あり
※食材料とし
て一家族300
円

桑折町保健福祉課
024-582-1133

24

1 県北 10/19（金）
9時30分～11時30分
11/1（木）
10時00分～11時30分

避難先の高齢者と避難地域の
子どもたちとの交流事業

東日本大震災と原発事故により避難生活をする飯舘村の高齢者の
皆さんが、福島市の子どもたちと交流をします。

飯舘村の高齢者と福
島市の子どもたち

おかやまこども園 あり なし 公益財団法人福島県老
人クラブ連合会
024-523-2131

25 ×

1 県北 10/20（土）
12/1（土）

子ども司書講座 本に親しみ、豊かな心を育み、読書のすばらしさを伝え、本と人との
結びつきを手助けするリーダー養成を図る。　(全10回）

町内小学校4～6年
生

国見町観月台文化セン
ター

なし なし 国見町観月台文化セン
タ-
024-585-2676

26

1 県北 10/20（土）
11/11（日）
12/2（日）
12/16（日）

いっしょにあそぼう 郡山女子大学短期大学部　幼児教育学科の学生たちによります、
親子で楽しいイベントです。
開催日によって内容が異なりますが、人形劇や手遊び、体操など幅
広く楽しめます。

未就学児とその親御
さん

本宮市民元気いきいき
応援プラザ　（えぽか）

なし なし 本宮市役所保健福祉部
えぽか
0243-63-2780

27

1 県北 10/21（日）
10時00分～12時00分

パパがまんなか！イクメンセミ
ナー

福島県レクリエーション協会会長の本多先生による楽しいレクリエー
ション教室です。
パパとお子さんと、楽しく汗を流しましょう！
個別相談会も行います。
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。

幼稚園児～小学校
低学年のお子さんと
パパを含むご家族

福島県青少年会館 あり なし 福島リビング新聞社郡
山支社
024-934-6120

28

1 県北 10/22（月）
10時00分～

子育て支援センター合同親子
交流会「チャイルドヨガ＆マッ
サージ」

親子でたくさんふれあい遊びまたは赤ちゃんにマッサージをします 未就学児とその保護
者

岩代総合文化ホール あり なし 各地域子育て支援セン
ター

29 ×

1 県北 10/23（火）
10/25（木）
10/29（月）
11/14（水）
11/16（金）
11/19（月）
12/11（火）
12/13（水）
12/17（月）

子ども移動図書館 町内小学校の昼休みに出向き、本の貸出、返却を実施。 国見小1～3年生 国見小学校 なし なし 024-585-2676

30

1 県北 10/23（火）
11/27（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

3
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31

1 県北 10/23（火）
10時30分～12時00分

メルヘン劇場「３びきのこぶた」
&ファミリーコンサート「おねえさ
んと森の仲間たち」

劇団こぐま座によるメルヘン劇場「３びきのこぶた」と、ファミリーコン
サート「おねえさんと森の仲間たち」を開催します。親子で楽しく劇を
鑑賞した後は、かわいいキャラクターたちと一緒にうたやダンスで遊
びましょう！

未就学児の親子 伊達市ふるさと会館
（MDDホール）

あり
※市内６カ所の
子育て支援セン
ターでチケットを
配布します

なし 伊達市子育て支援セン
ター
024-577-0345

32

1 県北 10/24（水）
12/19（火）
9時20分～11時30分

未就学児運動教室 幼児期における「動き作り」「体力づくり」を目的に郡山女子大学の
講師を招いて運動教室を開催します。

町内の4・5歳児 森江野町民センター第2
体育館または国見町立
くにみ幼稚園

なし なし 国見町立くにみ幼稚園
024－585－2882

33 ×

1 県北 10/25（木）
11/2（金）
12/20（木）

ブックスタート　（毎月1回） 赤ちゃんと保護者に絵本の読み聞かせを通して親子のぬくもりを育
むことを伝える運動。

町内在住の3ヵ月の
乳児とその保護者

国見町観月台文化セン
ター

なし なし 国見町観月台文化セン
タ-
024-585-2676

34

1 県北 10/26（金）
11/17（土）
12/14（金）
10時00分～12時00分

ままカフェ＠ふくしま 東日本大震災から7年が経過した今でも、放射線に関する不安や悩
みをお持ちの方はいらっしゃると思います。ままカフェは、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など、いろいろな
思いを安心してお話しいただけます。福島市の保健師さんや子育て
支援センターの先生もスタッフとして入っています。お茶を飲みなが
らゆっくりお話しできる場です。

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
※11/17（土）の
み、事前申込が
必要になります。

なし
※11/17（土）
のみ、参加費
用が必要にな
ります。

特定非営利活動法人
ビーンズふくしま　ふくし
ま子ども支援センター
024-573-0150

35

1 県北 10/27（土）～10/30（火）
10時30分～16時30分

屋内遊び場くにみももたん広場
「ハロウィンデー」

4日間ハロウィンデーを開催。
スタッフ手作りの飾り付けなどで、ハロウィンの雰囲気を楽しむ。
ミニミニプレゼントもある。

地域住民、親子 屋内遊び場
「くにみももたん広場」

なし なし ももたん広場
024-585-5799

36

1 県北 10/28（日）
9時00分～15時30分

平成30年度芸術文化振興事業
ふくしま文化復興事業
歴史再発見事業　歴史再発見
バスツアー

本年、噴火130年を迎える磐梯山を日帰りのバスツアーでめぐり、火
山災害による被害状況や、そこからの復興の様子について学習しま
す。
見学コース/福島県文化センター（福島市）発～長坂の慰霊碑～磐
梯山噴火記念館～アクアマリンいなわしろカワセミ水族館～見祢の
大名～福島県文化センター

県内在住又は県内
に通勤・通学をして
いる方40名程度（要
申込）
※中学生以下は保
護者同伴必要
※応募多数の場合
は小中学生を優先
の上、抽選

福島県文化センター あり なし 福島県文化センター
024-534-9195

37 ×

1 県北 10/29（月）
10時00分～10時40分

人形劇鑑賞（くにみ幼稚園） 地域の人形劇サークルの方による「人形劇」や「手遊び」，「歌遊び」
を楽しむ人形劇鑑賞会を開催します。

在園児とその家族 国見町立くにみ幼稚園 なし なし 国見町立くにみ幼稚園
024－585－2882

38

1 県北 10/30（火）
第１部　10時00分～10時
30分
第２部　10時40分～11時
10分

子育て支援事業「リトミック」 家庭の子育て力の向上を図るために、親子が楽しく体を動かし楽し
めるイベントを開催します。また、待ち時間の間に子育て相談を実施
します。

０歳～３歳の在宅児
(桑折町民)

桑折公民館 あり なし こども教育課
024-582-2403

39

1 県北 10/31（水）
11/21（水）
10時00分～11時30分

子育てひろば 親子の交流・情報交換の場の提供、子育て相談 国見町在住のお子さ
ん及びその保護者。
妊婦。

国見町地域子育て支援
センター（藤田保育所
内）

あり
※国見町保健福
祉課または藤田
保育所に申込み

なし 藤田保育所
024-585-2374

40
1 県北 11/1（木）

11時00分～11時45分
くにみっ子まつり 幼稚園年長児、小学生、中学生が一堂に会して、小学校体育館に

集まり一緒に活動する。(ステージ発表等）
地域住民、保護者 国見小学校　体育館 なし なし 学校教育課

024-585-2892

41

1 県北 11/3（土）
11/4（日）

文化祭(展示会)・国見町幼小中
学校作品展

作品展示。町内の小・中学校、幼稚園の書と図工作品も展示、公開
します。

地域住民 国見町観月台文化セン
タ-

なし なし 国見町観月台文化セン
タ-
024-585-2676

42
1 県北 11/3（土）

10時00分～10時45分
図書館ミステリーツアー いつもは見ることができない書庫や、図書館バス「あずま号」を案内

し、図書館の本を紹介するおあなしかいをします。
5歳くらい～小学2年
生と保護者の方

福島県立図書館 あり なし 福島県立図書館
024-535-3218

4
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43

1 県北 11/4（日）
10時00分～11時00分

スマイルプロジェクト　本はとも
だち
図書館ミステリーツアーでスペ
シャル ブックトーク

いつもは入ることができない100万冊以上本がある場所や、図書館
バス「あづま号」をご案内した後、東京子ども図書館の杉山きく子先
生に、たくさんの本のなかから、とびきりおもしろい本を紹介していた
だきます。

小学3年生～6年生と
保護者の方

福島県立図書館 あり なし 福島県立図書館
024-535-3218

44 ×

1 県北 11/10（土）
12/26（水）

少年仲間づくり教室 心豊かにのびゆく青少年を育成するために開講。（全10回） 国見小4～6年生 国見町観月台文化セン
ターほか

なし あり
※1000円（年
会費）

024-585-2676

45

1 県北 11/12（月）
10時00分～12時00分

子どもの心と体の健康に関す
る講演会「ありのままの子育て
を楽しむために」

ＮＨＫ Ｅテレ「すくすく子育て」でおなじみの井桁容子先生をお迎えし
ての子育て講演会です。
ひとりで頑張りすぎず、時には地域の力を借りながら子どもに向き合
い、「ありのままの子育て」　を楽しんでいただけたら嬉しいです。
定員先着２００名・入場無料・託児あり。
電話・ＦＡＸ・Ｅmailでお申し込みください。

乳幼児の保護者と子
育て支援者及び行
政関係者

福島市　アオウゼ　多目
的ホール

あり なし 福島ホームスタート推進
協議会
080-6046-0856

46

1 県北 11/13（火）
12/11（火）
10時00分～11時30分

国見町地域子育て支援セン
ターこども木育広場
「子育てサークル　かんかる～
む」（0歳児）

子どものホームケアや遊びについてのお話し、親子でのワークショッ
プなど、年齢に応じた内容で実施。

地域住民、親子 道の駅国見あつかしの
郷「こども木育広場つな
がる～む」

あり あり
※内容により
材料費等

つながる～む
024573-1330

47 ×

1 県北 11/14（水）
10時30分～11時30分

藤田保育所人形劇鑑賞 国見町にあるエプロンサークルによる、歌や手遊びを行ったり人形
劇鑑賞を行うもの。

藤田保育所　乳幼児
イキイキ子育てクラ
ブ会員とその保護者

国見町地域子育て支援
センター（藤田保育所
内）

あり
※イキイキ子育
てクラブ会員の
み

なし 藤田保育所
024-585-2374

48

1 県北 11/14（水）
10時00分～11時00分

自然体験 福島市小鳥の森さんより出前講座で来てくれます。７月はザリガニ
やカブトムシ、９月はバッタやカマキリとふれあい、今回は落ち葉や
木の実のプールで自然にふれあいます。後半には、制作活動も行
います。

１才～ おかやまこども園ホール あり なし 社会福祉法人おかやま
福祉会　おかやまこども
園　おかやま子育て支
援センター
024-535-8846

49

1 県北 11/17（土）
10時00分～15時00分

国見町地域子育て支援セン
ターこども木育広場「つながる
ふぇすた」

子育て世代が楽しく学べる場所と時間の共有。
子どもや保護者向けのワークショップや手作り雑貨などを中心に開
催。

地域住民、親子 道の駅国見あつかしの
郷「こども木育広場つな
がる～む」他

なし なし つながる～む
024573-1330

50

1 県北 11/17（土）
10時00分～12時00分

国見町教育フォーラム２０１８ 地域で教育を支える仕組みであるコミュニティ・スクールとは何か？
地域住民へ町の教育・保育に関心を持ってもらい、現在の活動の紹
介を通して知ってもらう。

地域住民、親子 国見町観月台文化セン
タ-

なし なし 国見町観月台文化セン
タ-
024-585-2676

51

1 県北 11/18（日）
10時30分～16時30分

屋内遊び場くにみももたん広場
「子育てイベント」
国見町地域子育て支援セン
ターこども木育広場「子育てイ
ベント」

「子育ての日」に関係する、親子と一緒に参加できるイベントの開催 地域住民、親子 ・屋内遊び場
　「くにみももたん広場」
・道の駅国見あつかしの
郷「こども木育広場つな
がる～む」

なし なし ・ももたん広場
　024-585-5799
・つながる～む
　024-573-1330

52

1 県北 11/22（木）
10時00分～12時00分

ままカフェ＠にほんまつ 東日本大震災から7年が経過した今でも、放射線に関する不安や悩
みをお持ちの方はいらっしゃると思います。ままカフェは、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など、いろいろな
思いを安心してお話しいただけます。
子育て支援センターの先生や地域の先輩ママもスタッフとして入って
います。お茶を飲みながらゆっくりお話しできる場です。

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　ふくし
ま子ども支援センター
024-573-0150

53

1 県北 11/23（火）
10時00分～11時30分

国見町地域子育て支援セン
ターこども木育広場
「子育てサークル　あひる～む」
（１歳児～）

子どものホームケアや遊びについてのお話し、親子でのワークショッ
プなど、年齢に応じた内容で実施。

地域住民、親子 道の駅国見あつかしの
郷「こども木育広場つな
がる～む」

あり あり
※内容により
材料費等

つながる～む
024573-1330

5



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

54

1 県北 11/25（日）
9時30分～15時30分

福島の輝く未来へ！スポーツ
わくわくプロジェクト「スケート
ボード教室」

２０２０東京オリンピックで新種目として採用されるスケートボードに
挑戦しながら、からだを動かすことの楽しさを味わうとともに、達成感
を味わい、新たなスポーツにチャレンジする気持ちを育む。

小学生 スカイピアあだたらアク
ティブパーク
（二本松市）

あり
10/31（水）まで
※応募者多数の
場合は抽選

あり
200円
※保険料分と
して当日徴収

福島県スポーツ課
024-521-7795

55

1 県北 11/25（日）
午後予定

パパがまんなか！イクメンセミ
ナー

福島大学トラッククラブの菊田先生による運動教室です。
頑張るこどもをパパがサポート！
子育て相談員による個別相談会も行います。
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。

小学校高学年のお
子さんとパパを含む
ご家族

福島県青少年会館 あり なし 福島リビング新聞社郡
山支社
024-934-6120

56 ×

1 県北 12/1（土）
9時00分～11時30分

生活発表会（くにみ幼稚園） 在園児の保護者や家族を招いて，歌やダンス，劇など幼稚園での
教育成果を発表します。

在園児とその家族 国見町立くにみ幼稚園 なし なし 国見町立くにみ幼稚園
024－585－2882

57

1 県北 12/1（土）
10時00分～10時50分

クリスマス ミステリーツアー いつもは見ることができない書庫や、図書館バス「あづま号」の案内
と、おはなしかい・工作をします。

5歳くらい～小学2年
生と保護者の方

福島県立図書館 あり なし 福島県立図書館
024-535-3218

58

1 県北 12/1（土）
11時00分～11時50分

クリスマス ミステリーツアー いつもは見ることができない書庫や、図書館バス「あづま号」の案内
と、おはなしかい・工作をします。

小学3年生～6年生 福島県立図書館 あり なし 福島県立図書館
024-535-3218

59

1 県北 12/1（土）
15時00分～16時00分

クリスマス ミステリーツアー いつもは見ることができない書庫や、図書館バス「あづま号」の案内
と、おはなしかい・工作をします。

中学生 福島県立図書館 あり なし 福島県立図書館
024-535-3218

60

1 県北 12/2（日）
12/16（日）
9時30分～12時00分

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」

あり あり
※食材料とし
て
1人100円

桑折町保健福祉課
024-582-1133

61

1 県北 12/5（水）
9時00分～10時30分

避難先の高齢者と避難地域の
子どもたちとの交流事業

東日本大震災と原発事故により避難生活をする飯舘村の高齢者の
皆さんが、福島市の子どもたちと凧揚げ交流をします。

飯舘村の高齢者と福
島市の子どもたち

福島市立岡山幼稚園 あり なし 公益財団法人福島県老
人クラブ連合会
024-523-2131

62 ×
1 県北 12/8（土）

9時30分～10時30分
藤田保育所クリスマス会 入所児の保護者に歌やダンス、劇などを披露する。 入所児童とその保護

者
藤田保育所 なし

※入所児童
なし 藤田保育所

024-585-2374

63
1 県北 12/13（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歳くらいの赤

ちゃんと保護者
福島県立図書館 なし なし 福島県立図書館

024-535-3218

64

1 県北 12/23（土）
11時00分～12時00分

屋内遊び場くにみももたん広場
「クリスマス会」

「くにみももたん」と「サンタクロース」も参加し、クリスマス会を盛り上
げる。
スタッフと一緒にゲームを楽しみ、来場者へのプレゼントもある。

地域住民、親子 屋内遊び場
「くにみももたん広場」

なし なし ももたん広場
024-585-5799

65

2 県中 10/1（月）
13時00分～15時30分

古殿町寺子屋推進セミナー 古殿町の高齢者の皆さんが、専門家から子どもたちとのかかわり方
や遊び方を学びます。

古殿町在住の高齢
者

古殿町公民館 あり なし 公益財団法人福島県老
人クラブ連合会
024-523-2131

66

2 県中 10/3（水）
10/10（水）
10/17（水）
10/24（水）
10/31（水）
10時30分～

ひまわりひろば（１０月） おえかき遊び、ミニ運動会　、お散歩　、手作りおもちゃ　、
絵本のよみ聞かせ・誕生会

０～６歳児と保護者 田村市子育て支援セン
ターホール

なし なし 田村市子育て支援セン
ター
0247-82-1510

67

2 県中 10/4（水）
11/7（水）
12/5（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

なし なし 三春町地域子育て支援
センター
0247-62-0555

6
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68

2 県中 10/5（金）
11/9（金）
12/7（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

なし なし 三春町地域子育て支援
センター
0247-62-0555

69

2 県中 10/7（日）
9時00分～12時00分
11/2（金）
10時00分～12時00分

避難先の高齢者と避難地域の
子どもたちとの交流事業

東日本大震災と原発事故により避難生活をする双葉町の高齢者の
皆さんが、郡山市の子どもたちと交流をします。

双葉町の高齢者と郡
山市の子どもたち

10/7（日）
磐梯熱海スポーツパー
ク
11/2（金）
並木幼稚園

あり なし 公益財団法人福島県老
人クラブ連合会
024-523-2131

70

2 県中 10/9（火）
10/23（火）
11/13（火）
11/27（火）
12/11（火）
12/25（火）
10時00分～12時00分

子育てサロン ベビーマッサージ、相談会
10/23歯科衛生士さんのお話
11/13救急救命士さんのお話

持ち物
母子健康手帳、オムツ、着替え、飲み物など

乳児とそのご家族 大東公民館 なし なし 福島県助産師会須賀川
会
川崎　090-4557-2209
鈴木　080-5227-8517

71

2 県中 10/10（水）
12/12（水）
10時00分～11時30分

子育てサロン
ベビーマッサージと何でも相談
会

ベビーマッサージ、相談会 1か月健診後～満5
か月の乳児と保護者

10/10（水）
郡山市中央公民館

12/12（水）
桑野地区公民館

あり なし 福島県助産師会
024-573-0211

72

2 県中 10/11（木）
11/8（木）
12/13（木）
10時00分～12時00分

ままカフェ＠こおりやま 東日本大震災から7年が経過した今でも、放射線に関する不安や悩
みをお持ちの方はいらっしゃると思います。ままカフェは、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など、いろいろな
思いを安心してお話しいただけます。NPO法人子育て支援コミュニ
ティプチママンのスタッフも入っているので、地域の情報を聞く事もで
きます。お茶を飲みながらゆっくりお話しできる場です。

福島県内で子育てを
するお母さん

特定非営利活動子育て
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　ふくし
ま子ども支援センター
024-573-0150

73

2 県中 10/11（木）
11/8（木）
12/13（木）
10時00分～12時00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 あり なし 三春町子育て支援課
0247-62-0055

74

2 県中 10/11（木）
10/31（水）
11/8（木）
11/29（木）
12/12（水）
12/20（木）
9時10分～10時10分
10時30分～11時30分

臨床心理士の子育て相談 臨床心理士が、子育てのことや子どもの発達のことなどの個別相談
に応じます。

0～18歳までの乳幼
児・児童・生徒及び
保護者

三春町保健センター あり なし 三春町子育て支援課
0247-62-0055

75

2 県中 10/13（土）～10/14（日） 2018全国少年少女発明クラブ
創作展・ふくしまのたからばこ
キッズお仕事体験2018

全国の少年少女発明クラブの代表作品を展示する「創作展」と、あら
ゆるジャンルのお仕事のプロから学べる「お仕事体験」をビッグパ
レットふくしまで同時開催します。東北4県の少年少女発明クラブに
よる工作教室も予定しています。

未就学児、小中学生 ビッグパレットふくしま なし なし
※一部のブー
スで材料費が
かかる場合
があります

一般社団法人福島県発
明協会
024-959-3351

ふくしまのたからばこ
キッズお仕事体験2018
実行委員会（福島民友
新聞社事業部内）
024-523-1334

7



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

76

2 県中 10/15（月）
10時30分～

育児講座 ベビーマッサージ ０～６歳児と保護者 田村市子育て支援セン
ターホール

あり なし 田村市子育て支援セン
ター
0247-82-1510

77

2 県中 10/17（水）
12/19（水）
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

なし なし 三春町地域子育て支援
センター
0247-62-0555

78

2 県中 10/18（木）
11/15（木）
12/20（木）
9時30分～12時00分

乳児期からの食育体験教室 おんぶしての離乳食作り

持ち物
母子健康手帳、オムツ、着替え、飲み物など

乳児とそのご家族 大東公民館 なし なし 福島県助産師会須賀川
会
川崎　090-4557-2209
鈴木　080-5227-8517

79

2 県中 10/19（金）
11/16（金）
12/12（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

なし なし 三春町地域子育て支援
センター
0247-62-0555

80

2 県中 10/21（日）
11/3（土）
11/25（日）

子どもの夢・元気チャレンジ事
業
「親子ふれあいサッカー教室」

福島ユナイテッドＦＣの選手・コーチによるサッカー教室 未就学児及び小中
学生の親子（男女不
問）

10/21ブルースタジアム
（須賀川市）
11/3鳥見山多目的広場
（鏡石町）
11/25とうほう・みんなの
スタジアム（福島市）

あり なし (株)ＡＣ福島ユナイテッド
024-573-8203

81

2 県中 10/24（水）
10時20分～10時55分

ベイビーシアター「かぜのうた」
公演会

子どもの「見る力」「聞く力」「感じる心」を育むとされている乳幼児期
の親子での活動体験のひとつとして、わらべうたを通したベイビーシ
アターを開催し、親子の触れ合いの場を提供します。

町内在住の0歳から2
歳までの親子

三春町地域子育て支援
センター

あり なし 三春町子育て支援課
0247-62-0055

82

2 県中 10/25（木）
9時00分～11時00分

まーる 臨床心理士さんによる「楽しく子育て♪：発達と愛着」についてのお
話し会です。
その後、自由にお話しをしたり、個別相談も受付けております。
※お子さんは同室でスタッフと遊べます。

乳幼児・保護者 プリムラこども園　そよ
かぜのへや

あり なし 子育て支援センター　に
こにこひろば
0248-76-4218

83

2 県中 10/26（金）
11/30（金）
12/21（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

なし なし 三春町地域子育て支援
センター
0247-62-0555

84

2 県中 10/28（日）
9時00分～15時00分

手ぶらで、いも煮会 野外炊飯を通して、食についての知識を高め、友だちや家族との交
流を深める。

家族またはグループ 福島県郡山自然の家 あり あり
※小学生以
上一人490円
（保険代・材
料費）

福島県郡山自然の家
024-957-2111

85

2 県中 10/28（日）
10時00分～15時00分

いのちのわ ベビーマッサージ、紙しばい、授乳・離乳食相談、バザー、販売コー
ナー、ハンドマッサージ

持ち物
母子健康手帳
バスタオル(ベビーマッサージ希望者）

妊婦、乳児および幼
児とそのご家族

ベルクイーンズ なし なし
※ベビーマッ
サージは500
円

福島県助産師会須賀川
会
川崎　090-4557-2209
鈴木　080-5227-8517

86

2 県中 10/31（水）
11/22（木）
12/14（金）
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

あり なし 三春町地域子育て支援
センター
0247-62-0555

8
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87

2 県中 11/1（木）～11/25（日）
9時00分～16時00分

福島空港施設イベント
　「リアル謎解きゲーム　謎の
飛行物体襲来　福島空港を守
り抜け」

　　（県事業：福島空港ウルトラ
誘客プロモーション事業）

福島県の空の玄関口、福島空港でリアル謎解きゲームを開催しま
す。
【あなたたちは、福島空港おもてなし隊、通称「Ｆ．Ａ．Ｎ」への入隊希
望者として試験を受けるのだったが・・・。Ｆ．Ａ．Ｎ入隊試験中に突如
襲い掛かる謎の飛行物体。無事飛行物体を撃退して事件の原因を
解明することはできるのか－！】

どなたでも 福島空港内
（須賀川市･玉川村）

なし なし 福島空港ビル株式会社
0247-57-1511

88

2 県中 11/4（日）
13時30分～15時00分

天栄村子育て講演会 「学年ビリのギャルが１年で偏差値を40上げて慶応大学に現役合格
した話」（坪田信貴・著）の主人公（ビリギャル）小林さやか氏による
講演。演題「やってみなきゃわかんないっしょ」。

保護者など（中学生
以上）

天栄村生涯学習セン
ター文化の森てんえい

あり
※平成30年10月
1日（月）～5日
（金）午前9時～
午後5時
教育委員会生涯
学習課にて入場
券を配布

なし 住民福祉課
0248-82-2115

教育委員会生涯学習課
0248-82-2504

89

2 県中 11/7（水）
11/14（水）
11/17（土）
11/21（水）
10時30分～

ひまわりひろば（１１月） 七五三の袋づくり、シーツ遊び、運動遊び、クリスマス制作・誕生会 ０～６歳児と保護者 田村市子育て支援セン
ターホール

なし なし 田村市子育て支援セン
ター
0247-82-1510

90

2 県中 11/8（木）
11時30分～13時15分
木製玩具、パネルの展示
13時30分～16時00分
講演会

ふくしま木育推進セミナー 木材には温もりや柔らかさなどの性質があり、子どもたちにこれらを
身近に感じていってもらう「木育」の取組を進めていくため、全国及び
県内での木育取組状況や木製玩具職人の活動をご紹介します。ま
た、会場には多数の木製玩具等を展示しています。

教育、健康福祉（子
育て支援）、保育・幼
児教育、木材利用及
び木育に関心のある
方々

福島県農業総合セン
ター多目的ホール（郡山
市日和田町）

あり
※出来る限り事
前申込願いま
す。（申込先は右
記問合せ先）
※定員未満であ
れば飛入り参加
可能

なし 公益社団法人福島県森
林・林業・緑化協会
024－521-3245

91

2 県中 11/9（金）
10時30分～

育児講座 親子でリズム体操 ０～６歳児と保護者 田村市子育て支援セン
ターホール

あり なし 田村市子育て支援セン
ター
0247-82-1510

92

2 県中 11/10（土）
13時30分～16時40分

「子育て支援フォーラムｉｎ福島
～子育て支援とゼロ歳児から
の虐待防止を目指して～」

児童虐待は依然として増加傾向が続き、大きな社会問題となってお
ります。特に死亡児の低年齢化、中でも０歳児に集中していることが
明らかになり、虐待による子どもの死亡を予防するためには従来の
早期発見・早期対応に加え、その発生を予防する取り組みが必要で
す。そのためには、妊娠・出産・子育てに対する具体的対応を含め
社会全体で取り組む必要があります。
次世代の健全な育成という視点から、一般市民等を対象とした
フォーラムを開催し、児童虐待防止に向けた啓発活動、情報提供を
行います。

一般市民、医療関係
者、行政担当者、児
童福祉施設などの関
係者　他

郡山商工会議所 あり なし 一般社団法人　福島県
医師会
024-522-5191

93

2 県中 11/10（土）～11/11（日）
9時30分～16時00分

ムシテック祭り 開館17年目を記念し、日頃の感謝を込め開催する。様々なプログラ
ムやサンエンスショーなどを親子等で体験していただき科学の楽し
さを知ってもらうとともに、ムシテックの事業を理解していただく。

どなたでも参加でき
ます

ふくしま科学体験セン
ター（ムシテックワール
ド）

なし なし 公益財団法人ふくしま科
学振興協会
0248-89-1120

94

2 県中 11/11（日）
10時00分～15時00分

ニコニコこども館まつり2018 こ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機運を高める。

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

95

2 県中 11/16（金）
10時00分～11時00分

子育て講座「リースを作ろう」 クリスマスに向けてリースを作ります。（材料代かかります） 町内在住の就学前
の親子

鏡石町立鏡石児童館
つどいの広場

あり あり
※1000円

鏡石町立鏡石児童館
つどいの広場
0248-62-7278

9
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96

2 県中 11/17（土）
12/8（土）
10時00分～16時00分

アスレチック＆活動館開放・特
別支援児対象

県中地区の特別支援学校・学級に在籍の児童生徒に施設を開放
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。

家族または親子 福島県郡山自然の家 なし なし 福島県郡山自然の家
024-957-2111

97

2 県中 11/18（日）
12/9（日）
10時00分～16時00分

アスレチック＆活動館開放・一
般児童対象

県中地区の小学校に在籍の児童に施設を開放し、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。

家族または親子 福島県郡山自然の家 なし なし 福島県郡山自然の家
024-957-2111

98

2 県中 12/2（日）
9時00分～15時00分

親子でハッピークリスマス！ クリスマスプレートづくりをとおして、文化を見直し、親子の交流を深
める。

家族または親子 福島県郡山自然の家 あり あり
※一人1000
円程度（材料
費、昼食代）

福島県郡山自然の家
024-957-2111

99

2 県中 12/2（日）
13時30分～15時30分

子育て講演会 発達障害に対する正しい知識と適切な対応法を広く地域に普及する
ため講演会を実施します。

乳児から中学生を持
つ保護者、子どもの
支援に関わる方、子
育てに関心のある方

福島県環境創造セン
ター交流棟　コミュタン
福島

あり なし 三春町子育て支援課
0247-62-0055

100

2 県中 12/3（月）
10時00分～

育児講座 料理教室 ０～６歳児と保護者 田村市子育て支援セン
ターホール

あり なし 田村市子育て支援セン
ター
0247-82-1510

101

2 県中 12/5（水）
12/12（水）
12/19（水）
10時30分～

ひまわりひろば（１２月） 劇遊び・リズム遊び、クリスマス会、運動遊び・誕生会 ０～６歳児と保護者 田村市子育て支援セン
ターホール

なし なし 田村市子育て支援セン
ター
0247-82-1510

102

2 県中 12/22（土）
10時30分～15時00分

福島空港施設イベント
　「ウルトラヒーローとの握手
会」

（県事業：福島空港にぎわいづ
くり事業）

福島空港において、地元須賀川市出身の特撮の神様こと円谷英二
監督が生み出したウルトラヒーローとの握手会を開催します。

どなたでも 福島空港ターミナルビル
２階　国内線出発ロビー
（須賀川市･玉川村）

なし なし 福島空港ビル株式会社
0247-57-1511

103

3 県南 10回/年 はなわ探検隊 体験活動
高校生ボランティアの協力を得て小学生を対象とした体験活動を、
行う。

小学生 町内 あり あり
※2500円/年

塙町教育員会
生涯学習課
生涯学習係
0247-43-0320

104

3 県南 毎月第1土曜日
午前10時00分～10時30分
※10/6のみ午前10時30分
～午前11時30分

プレママ小さなおはなし会 就園時前の幼児とその保護者を、対象に図書館スタッフによる読み
聞かせ。（30分程度）その後、助産師による乳幼児に体重測定及び
子育て相談を実施。

就園時前乳幼児とそ
の保護者

図書館会議室 なし なし 塙町立図書館
0247-43-0808

105

3 県南 毎月1回
※金曜日のみ開催

なかよしルーム 0歳児～3歳児とその保護者同士の交流や、子育てサポーター等に
よる子育て相談を実施

0歳児から3歳児 塙町公民館和室外 あり あり
※実費負担

塙町教育員会
生涯学習課
生涯学習係
0247-43-0320

106

3 県南 10/13（土）
13時00分～14時00分

オリンピアンの親子運動遊び 未来くるやぶきに、元オリンピック代表選手（新体操競技）がやって
きます。屋外フットサルコースを使って、親子でできる運動遊びの照
会をおこないます。
定員は先着15組です。お電話での申込を受け付けます。
また、当日が雨天等の場合は運動場・9時00分～10時00分に変更し
て実施します。詳細はお問い合わせください。

幼児（３～５歳）のお
子様とその保護者
（２０歳以上または扶
養者）

矢吹町屋内外運動場
「未来くるやぶき」

あり なし 矢吹町屋内外運動場
「未来くるやぶき」
0248-21-8722
（休館日を除く10時00分
～17時00分）

10
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107

3 県南 10/13（土）
10時00分～14時00分

11/17（土）
10時00分～

ベビーマッサージと何でも相談
会

ベビーマッサージ、相談会

持ち物
母子健康手帳、オムツ、着替え、飲み物など

妊婦、乳児および幼
児とそのご家族、女
性

10/13（土）
マイタウン白河

11/17（土）
塙厚生病院

あり
※ベビーマッ
サージは要申込

なし 福島県助産師会白河会
事務局
090-76336-6306

108

3 県南 10/16（火）
10時00分～11時30分

子育て講演会　こどもの「遊び」
から考える運動発達

療育の現場で活躍する理学療法士の先生を東京から講師にお迎え
し、「遊び」から運動発達について考える。

子育て当事者、子育
て支援関係者　など

白河市中央老人福祉セ
ンター

あり なし 特定非営利活動法人子
育て環境を考える虹の
会　たんぽぽサロン
0248-21-7337
※火・水・金　10時00分
～15時00分

109

3 県南 10/19（金）
11/11（日）
12/21（金）
10時00分～12時00分

ままカフェ＠しらかわ 東日本大震災から7年が経過した今でも、放射線に関する不安や悩
みをお持ちの方はいらっしゃると思います。ままカフェは、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など、いろいろな
思いを安心してお話しいただけます。おひさまひろばのスタッフや地
域の先輩ママもスタッフとして入っています。お茶を飲みながらゆっく
りお話しできる場です。

福島県内で子育てを
するお母さん

マイタウン白河 なし
※11/11（日）の
み、事前申込が
必要になります。

なし 特定非営利活動法人
ビーンズふくしま　ふくし
ま子ども支援センター
024-573-0150

110

3 県南 10/19（金）
9時30分～11時30分

わくわく子育て教室 毎日の生活リズムを整えることや、親子のふれあい等、健やかな成
長と、言葉を育てるために家庭でできるノウハウを言語聴覚士の先
生が紹介します。

おおむね1歳未満の
親子

アナビー・スポーツプラ
ザ
（白河市）

あり なし 白河っ子応援センター
ぽっかぽか
0248-27-2113

111

3 県南 10/20（土）
①13時00分～14時30分
②15時00分～16時30分

未来（みら）リンピック～ミニ運
動会～

屋外フットサルコートを使って、ミニ運動会をおこないます。
①は幼児のお子様と保護者、②は小学１～３年生のお子様と保護
者になります。
定員は、それぞれ先着２０組程度を予定しています。
当日が雨天等の場合は中止となります。
詳細は、お問い合わせください。

①幼児（燃焼～年
長）と保護者
②小学生（１年～３
年）と保護者

矢吹町屋内外運動場
「未来くるやぶき」

あり なし 矢吹町屋内外運動場
「未来くるやぶき」
0248-21-8722
（休館日を除く10時00分
～17時00分）

112 ×

3 県南 11/10（土）
9時30分～10時45分

子育て講演会 慈恵病院（熊本）元看護部長　田尻由貴子氏を講師に迎えて、「こう
のとりのゆりかご」の取り組みからいのち。いのちのバトン等につい
て講演して頂きます。

川谷保育園児保護
者、センター利用児
保護者

こども子育ち応援セン
ター

なし なし 川谷保育園
0248-25-0257

113

3 県南 11/10
9時00分～

青少年の主張大会 文化祭開会中に意見発表を行う。 小中高校生 塙町公民館大研修室 あり
※町内の小中学
校及び近隣高校
を通して募集

なし 塙町教育員会
生涯学習課
生涯学習係
0247-43-0320

114

3 県南 11/19（月）
13時00分～15時30分

棚倉町寺子屋推進セミナー 棚倉町の高齢者の皆さんが、専門家から子どもたちとのかかわり方
や遊び方を学びます。

棚倉町在住の高齢
者

棚倉町保健福祉セン
ター

あり なし 公益財団法人福島県老
人クラブ連合会
024-523-2131

115

3 県南 11/20（火） 離乳食相談会 離乳食の進め方で不安や疑問に思うことについて個別に相談に応
じます。

生後６か月～１歳６
か月の児と保護者

白河市中央保健セン
ター（白河市）

あり なし 白河っ子応援センター
ぽっかぽか
0248-27-2113

116

3 県南 12/13（木）
10時00分～12時00分

クリスマス会音楽コンサート クリスマス会で親子の交流を深めます。プロの演奏者をまねき音楽
を通じて、参加者が楽しく過ごし子ども達の心を元気にします。

未就学児の親子 サンフレッシュ白河　お
でかけたんぽぽ内

あり あり
※100円

特定非営利活動法人子
育て環境を考える虹の
会　たんぽぽサロン
0248-21-7337
※火・水・金　10時00分
～15時00分

11
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117

4 会津 月～土曜日
9時00分～12時00分
13時00分～15時00分

子育て支援センター（園庭・施
設開放）

園庭や施設を開放します。親子で好きな遊びを十分にお楽しみ下さ
い。

就学前の親子 とうみょう子ども園 なし
※在園児の活動
や園行事等で支
援センターが休
みになる場合有
り。事前問い合
わせ下さい。

なし とうみょう子ども園
0242-25-3636
info@tomyo.ed.jp

118

4 会津 毎週水曜日
10時00分～11時00分

あそびにいらっしゃい会 保育所体験入所 町内保育所入所前
幼児とその保護者

金山町立川口保育所
金山町立横田保育所

なし なし 金山町立川口保育所
0241-54-2822

119

4 会津 10/1（月）
13時35分～15時5分

ファミリーシアター 子どもたちを対象とした映画鑑賞会 町内小学生及び幼
児及びその保護者

金山町多目的体育施設
「御神楽館」

なし なし 金山町中央公民館
0241-54-5333

120

4 会津 10/3（水）
9時30分～10時30分

観劇 ・親子で劇団風の子による劇を観て楽しみます。 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

121

4 会津 10/3（水）
11/7（水）
12/5（水）
11時00分～11時30分

子育て応援イベント わらべうたで、手あそびや顔あそびで触れ合ったり、体を動かしたり
し親子で楽しく遊びます。

0～5歳児の親子　祖
父母　妊婦さん

支援センター「なのは
な」

なし なし どんぐり山こども園
0242-28-0772

122

4 会津 10/4（木）
10/18（木）
10/25（木）
11/15（木）
11/29（木）

子育て応援イベント
親子で遊ぼう

地域の未就園児とその保護者を対象にいろいろな遊びの場を提供
したり、園児と一緒に遊んだり、子育ての相談にのったりする。

未就園児と保護者 認定こども園
若松第一幼稚園

なし なし 認定こども園
若松第一幼稚園
0242-22-1835

123

4 会津 ぱおぱお　火曜日
（期間中の実施日は、
10/9,16,30,11/13/20.12/4
）
ぴよぴよ　木曜日
（期間中の実施日は、
10/11,25,11/15,12/6

子育て支援クラス 各年齢に合わせた遊びをしたり、保護者の方向けのお話会もありま
す。年齢に合わせているので、同じ年齢のお子さんを持つ方の交流
の場でもあります。

ぱおぱお　1歳半頃
〜就園前の親子
ぴよぴよ　0歳〜1歳
半頃の親子、マタニ
ティも可

とうみょう子ども園 なし
※11/15のぴよ
ぴよのみ、事前
申込みあり。

なし とうみょう子ども園
0242-25-3636
info@tomyo.ed.jp

124

4 会津 10/9（火）
11/2（金）
12/4（火）
10時00分～11時30分

はいはいクラブ 子育て相談会、子育て世帯の交流 乳幼児とその保護者 金山町老人福祉セン
ターゆうゆう館

なし なし 金山町子育て世代包括
支援センター
0241-54-5135

125 ×

4 会津 10/12（金)
10時00分～12時00分

祖父母交流会 こども園入園児が行事を通じて祖父母との交流を図る。 こども園入園児とそ
の祖父母等

西会津町こゆりこども園 なし なし 西会津町こゆりこども園
0241-45-4333

126

4 会津 10/12（金)
10/30（火）
11/15（木）
11/16（金）

只見線学習列車 沿線の学習資源を活用し、列車内等で体験学習を実施する。 県内小学校等 只見線列車内ほか あり なし 生活交通課
024-521-7158

12
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127

4 会津 10/12（金）
10/25（木）
11/9（金）
11/22（木）
12/14（金）
12/27（木）
10時00分～12時00分

おひさま子育てサロン
ねんねちゃん子組

10/12（金）ベビーマッサージ・3B体操・相談会
10/25（木）ベビーマッサージ・母乳栄養と離乳食・相談会
11/9（金）ベビーマッサージ・乳歯の手当て・相談会
11/22（木）ベビーマッサージ・楽しく子育て・相談会
12/14（金）ベビーマッサージ・3B体操・相談会
12/27（木）ベビーマッサージ・産後ダンス・相談会

持ち物
母子健康手帳・バスタオル・オムツ・着替え・飲み物・産後ダンス時
は抱っこ又はおんぶ紐

生後2か月～1歳未
満の乳児とその保護
者

10/12（金）
11/9（金）
12/14（金）
猪苗代町翁島地区コミュ
ニティーセンター
（翁島小学校校門そば）

10/25（木）
11/22（木）
12/27（木）
会津若松市ふれあいハ
ウス
（県立会津学鳳高校後
ろ）

なし あり
※200円
初回参加時
はオイル代
300円

会津助産師の家おひさ
ま
090-6220-5354
0242-85-8303

128

4 会津 10/13（土）
11時00分～11時30分
14時00分～14時30分

子育て世代対応事業「博物館
でも読みきかせ７」

会津地方を中心とする多くの読み聞かせグループの皆さんをお招き
し、午前・午後と絵本の読み聞かせを行います。読み聞かせの後に
は親子で楽しめる小物作り体験も行いますので、ご家族でご参加く
ださい。

乳幼児～小学生を
中心にどなたでも

福島県立博物館　体験
学習室

なし なし 福島県立博物館　学習
支援班
0242-28-6000（代）

129

4 会津 10/13（土）
8時00分～17時00分
11/18（土）
9時00分～13時00分

こめらっこ広場 子どもたちの体験型学習・活動・交流の場（10月：自然観察（新潟
市）、11月：世代間交流スポーツ）

町内の小学生 新潟県新潟市福島潟
金山町内体育施設（場
所未定）

あり なし 金山町中央公民館
0241-54-5333

130

4 会津 10/14（日）
9時30分～15時30分
※9時00分～受付開始

未来キッズ生き活き事業・第１
４回あったかふれあいまつり

フィールドアスレチックやカヌーなどの屋外プログラムや、おもしろ理
科教室、ツリーイングなどのこの日だけの特別なプログラムを開催し
ます。あったかバイキング昼食(１食５００円：要予約）もあります。

どなたでも 福島県会津自然の家 なし
※あったかバイ
キング昼食及び
おもしろ理科教
室は要予約

なし 福島県会津自然の家
0242-83-2480

131 ×

4 会津 10/17（水）
10時00分～12時00分

マラソン大会 こども園入園児によるマラソン大会を開催する。 こども園入園児 西会津町こゆりこども園 なし なし 西会津町こゆりこども園
0241-45-4333

132

4 会津 10/17（水）
10時00分～11時30分

ミュージアムイベント「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皆さんとともにおくる、プロの演奏家に
よる子守唄コンサート。乳幼児の皆さん大歓迎です。

乳幼児を中心にどな
たでも

福島県立博物館　講堂 あり
※当日参加も可
能です

なし 福島県立博物館　学習
支援班
0242-28-6000（代）

133

4 会津 10/21（日）
9時00分～16時00分

親子五色沼ハイキング 親子で秋の裏磐梯をトレッキングし、身近な自然に親しむとともに、
親子の交流を深める。

家族または親子 裏磐梯五色沼周辺 あり あり
※900円（保
険代）

福島県郡山自然の家
024-957-2111

134

4 会津 10/25（火）
11/27（火）
12/25（火）
10時30分～11時00分

身体測定・病気の話 ・身長と体重を計ります
・看護師による病気の話を聞きます

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

135

4 会津 10/25（火）
10時30分～11時15分

乳児食試食 ・保育園で園児に提供している乳児食を試食してもらい、大人との味
付けの違いや分量などを参考にしてもらいます。

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

13
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136

4 会津 10/26（金）
15時00分～17時00分
11/8（木）
10時00分～11時30分
11/16（金）
15時00分～17時00分
12/18（火）
15時00分～17時00分

寺子屋推進事業 高齢者の知恵と経験を生かした世代間交流（昔あそびやものづくり
など）

子どもと高齢者のほ
か、保護者等で興味
のある方は誰でも参
加可能

金山町中央公民館
金山町立川口保育所
金山町横田公民館
金山町中央公民館

なし なし 金山町住民課
0241-54-5135

137

4 会津 10/26（金）
13時00分～17時00分
10/27（土）
9時00分～12時00分

バレーボール講習会 小中学生を対象にしたトップアスリートの講演会及び競技指導 町内小中学生及び
一般

金山町立金山中学校、
金山町町民体育館

なし なし 金山町中央公民館
0241-54-5333

138

4 会津 10/26（金）
15時30分～17時00分
11/8（木）
10時00分～12時00分
11/16（金）
16時00分～17時00分
12/18（火）
15時30分～17時00分

金山町地域の寺小屋交流会 金山町の高齢者の皆さんが地域の子どもたちとの交流をします。 金山町の高齢者と子
どもたち

10/26（金）
未定
11/8（木）
横田ふれあい教室
11/16（金）
未定
12/18（火）
金山町立金山小学校

あり なし 公益財団法人福島県老
人クラブ連合会
024-523-2131

139

4 会津 10/27（土）
11/24（土）
12/22（土）
10時00分～12時00分

おさんのがっこう 10/27（土）パパの育児・孫育て・胎教マッサージ
11/24（土）妊娠中の過ごし方・胎教マッサージ
12/22（土）母乳育児・乳房ケア・胎教マッサージ

持ち物
母子健康手帳・バスタオル・オムツ・着替え・飲み物・産後ダンス時
は抱っこ又はおんぶ紐

妊婦とその家族 会津若松市ふれあいハ
ウス
（県立会津学鳳高校後
ろ）

あり あり
※200円

会津助産師の家おひさ
ま
090-6220-5354
0242-85-8303

140

4 会津 11/3（土）
10時00分～13時00分

園イベント「とうみょう秋祭り」 在園児、保護者、卒園児、地域の方々が参加できる、お祭りです。
小さい子向けの遊びコーナーや美味しい食べ物のお店もあります。

どなたでも とうみょう子ども園 なし 出店によって
一部有料

とうみょう子ども園
0242-25-3636
info@tomyo.ed.jp

141

4 会津 11/3（土） 子育て応援イベント
おもちゃまつり（遊戯会）

お遊戯やリズム劇を保護者や未就園児にみてもらう。
保護者もクラスごとに出し物を考え、子どもたちに見てもらう。

保護者（在園児）
未就園児と保護者

認定こども園
若松第一幼稚園

なし なし 認定こども園
若松第一幼稚園
0242-22-1835

142

4 会津 11/6（火）
11/7（水）
10時00分～14時00分

ひとりぐらしの集い 町内ひとり暮らし高齢者の集いの場において町内保育園児との交
流

町内一人暮らしの高
齢者及び町内保育
所入所児

金山町老人福祉セン
ターゆうゆう館

なし なし 金山町住民課
0241-54-5135

143

4 会津 11/8（木）
10時30分～11時15分

七五三 ・七五三の由来を知り、千歳飴の袋を親子で一緒に作ります。 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

144

4 会津 11/8（木） 子育て応援イベント
餅つき

在園児と共に未就園児とその保護者も参加し、餅つきを体験し食す
る。

保護者（役員）
未就園児と保護者

認定こども園
若松第一幼稚園

なし なし 認定こども園
若松第一幼稚園
0242-22-1835

145

4 会津 11/9（金）
10時00分～11時30分

キッズ・ヨガ ・親子で音楽に合わせてワニやカニ、カブトムシなどまねっこあそび
を取り入れて、楽しくキッズ・ヨガを行います。

１・２歳児（１歳～３
歳）

ふれあいハウス あり なし 社会福祉法人博愛会
博愛園
0242-27-3636

146

4 会津 11/10（土）
10時00分～11時00分

観劇　劇団バクによる「ピノキ
オ」

全園児と地域の親子が保育園のホールに集まり劇団バクによる「ピ
ノキオ」を観劇します。
観劇後記念撮影をしたりバクさんとふれあったりして終了します。

地域の親子（未就園
児）

会津婦人会保育園　2階
広場

あり なし 会津婦人会保育園
0242-27-1647

14



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

147

4 会津 11/10（土）
11時00分～11時30分
14時00分～14時30分

子育て世代対応事業「博物館
でも読みきかせ８」

会津地方を中心とする多くの読み聞かせグループの皆さんをお招き
し、午前・午後と絵本の読み聞かせを行います。読み聞かせの後に
は親子で楽しめる小物作り体験も行いますので、ご家族でご参加く
ださい。

乳幼児～小学生を
中心にどなたでも

福島県立博物館　体験
学習室

なし なし 福島県立博物館　学習
支援班
0242-28-6000（代）

148 ×

4 会津 11/14（水）
10時30分～11時30分

子育て講座「みんなでもちつ
き！」

昔ながらの杵と臼を使って、餅つきを体験し、きな粉もちにして食べ
ます。

未就園児とその保護
者

会津美里町子育て支援
センター　すくすくハウス

あり あり
※50円

NPO法人子育てネット
ワーク・ぽけっと
0242-54-6648

149

4 会津 11/16（金）
10時00分～11時30分

プレママ集まれ 出産を控えられた未来のママも、すでにママになられた方も一緒に
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）
０・１・２歳の親子、祖
父母

南町保育園地域子育て
支援センター

なし なし 南町保育園
0242-27-1965

150

4 会津 11/17（土）
11/18（日）
9時30分～13時00分
※9時00分～受付開始

新そばにチャレンジ そば打ち初心者を主な対象として会津の郷土料理である「日本そ
ば」のそば打ち体験をします。

グループ（家族）
原則1グループ2名以
上

福島県会津自然の家 あり あり
※450円×人
数分

福島県会津自然の家
0242-83-2480

151

4 会津 11/18（日）
10時00分～16時00分

ママＯＦＦデー2018　～ママの
休日をプレゼント～

いつも頑張っているママたちへ、子育てサポート・センターより「ママ
の休日」をプレゼントいたします。
24時間以上の講習を受けた提供会員が、大切なお子様を安心安全
に無料でお預かりいたします。
パパとデートを楽しむもよし、ママ友とお出かけするもよし、思い思い
の休日をおもいっきり楽しんでください。

喜多方市在住で１才
６ヵ月から６才未満
の幼児

きたかた子どもステー
ション

あり なし きたかた子育てサポート
センター
090-6454-0856

152

4 会津 11/21（水）
10時30分～11時30分

手作りおもちゃ作り ・家庭でも楽しめるような簡単なおもちゃを親子で一緒に作る 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

153
4 会津 12月末（冬休み中） 冬休み学習塾 冬休みを利用した外部講師を招いての学習塾イベント 町内小中学生 金山町中央公民館 あり なし 金山町中央公民館

0241-54-5333

154 ×

4 会津 12/1（土）
9時00分～12時00分

発表会 こども園入園児の日頃の活動や学習内容を発表する。 こども園入園児とそ
の保護者

西会津町こゆりこども園 なし なし 西会津町こゆりこども園
0241-45-4333

155

4 会津 12/15（土）
12/16（日）
9時30分～14時50分
※9時00分～受付開始

手作り森のクリスマス クリスマスケーキを楽しみながら作ったり、食したりして、家族やグ
ループ間の交流及び親睦を深めます。

小学生以上の家族 福島県会津自然の家 あり あり
※1ロール
1540円
バイキング昼
食500円
クラフト1作品
100円

福島県会津自然の家
0242-83-2480

156

4 会津 12/20（木）
9時30分～10時30分

クリスマス会 ・保育園のクリスマス会に参加し会を楽しみます。 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

157
5 南会津 月～金曜日

8時30分～17時00分
東雲館キッズスペースの解放 キッズスペースを開放 未就学児と保護者 東雲館 なし なし 檜枝岐村役場住民課

0241-75-2502

158

5 南会津 10/1（月）
11/19（月）
12/3（月）

つどいのひろば（田島第二小学
校）

学校の授業内で、愛宕学級生（高齢者学級）との世代間交流を図り
ます。

田島第二小学校１年
生

田島第二小学校 なし なし 南会津町中央公民館
0241-62-5511

159

5 南会津 10/2（火）
11時00分～

びわのかげ子育て支援セン
ター

10/2ハロウィン製作
10/16新聞紙で遊ぼう
10/23お誕生会
＊保健師さんによる相談会も一緒に行います。

未就園とその保護者 びわのかげ子育て支援
センター

なし なし びわのかげ子育て支援
センター
0241-62-9702

15



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

160

5 南会津 10/5（金）
11/10（土）
12/7（金）

かるがもクラブ 季節の行事を通した地域・世代間交流の場所づくりを行います。 乳幼児と保護者 只見町保健福祉セン
ター

なし なし 只見町保健福祉課
0241-84-7005

161

5 南会津 10/5（金） 大きくなあれ 舘岩地域の子育ての悩みや情報を保護者同士が語り合える場・遊
びを通して乳幼児が成長できる場として実施するとともに、町立舘岩
中学校の３年生を対象として乳幼児ふれあい体験を実施します。

南会津町舘岩地域
の乳幼児とその家
族、舘岩中学校３年
生

舘岩保健センター
（南会津町）

なし なし 南会津町教育委員会分
室
0241-76-7719

162

5 南会津 10/7（日）
9時00分～13時00分

下郷町ジュニアマラソン大会 町内全小中学校及び親子ペア（未就学児）によるマラソン大会。一
般成人の部もあり。

未就学児（親子ペ
ア）
小中学生
高校生
一般

大川ふるさと公園 あり あり
※小中学生
は除く

下郷町教育委員会
社会教育係
0241-69-1168

163

5 南会津 10/10（水）
12/12（水）

すくすく教室 離乳食・幼児食を通して子どもの生活習慣病予防と食育の推進を行
います。

乳幼児と保護者 只見町保健福祉セン
ター

なし あり
※100円

只見町保健福祉課
0241-84-7005

164

5 南会津 10/10（水）
11月中旬
12月中旬

ひよこクラブ 南郷・伊南地域の乳幼児とその家族を対象に毎月一回親子で楽し
める遊びや工作、保健師との座談会等を通じて育児の悩みを話した
り、互いにアドバイスしあうことで悩みの解消の場とします。

南会津町南郷・伊南
地域の乳幼児とその
家族

南郷総合センター
（南会津町）

なし
※登録が必要

あり
※100円程度

南会津町教育委員会分
室
0241-76-7719

165

5 南会津 10/11（木） 家庭教育学級 町立伊南小学校の新入学保護者説明会（健康診断）に併せて、講
師を招き、講演を実施します。

伊南小学校学区に
入学する児童の保
護者および同校の保
護者、一般町民

伊南小学校 なし なし 南会津町教育委員会分
室
0241-76-7719

166
5 南会津 10/22（月） 育児相談会 子育てに悩みや不安を抱えている保護者が相談できる場所です。 乳幼児と保護者 只見町保健福祉セン

ター
なし なし 只見町保健福祉課

0241-84-7005

167

5 南会津 10/22（月）
10時00分～11時30分

りんご狩り 地元のリンゴ園に行き、りんご狩りを楽しむ どなたでも可 阿久津りんご園
南会津町中荒井

なし あり
※りんご狩り
代
100円

田島保育園
子育て支援センター
0241-62-2677

168

5 南会津 10/23（火）
11/27（火）
12/18（火）

すくすく子育て教室 乳幼児をもつ母親を対象に、子育てについての学習会を開催しま
す。

南会津町内の３歳ま
での子どもをもつ親

御蔵入交流館
（南会津町）

なし
※登録が必要

なし
※12/18（火）
のみ参加費
1,000円

南会津町中央公民館
0241-62-5511

169

5 南会津 10/25（木） 読書活動支援者育成事業 講師の先生を招いて、「博物館での読み聞かせ」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）

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

170

5 南会津 10/27（土） ふれあい教室（田島第二小学
校）

愛宕学級生（高齢者学級）と、おもちゃ作りや昔遊びなどを通した世
代間交流を行います。

田島第二小学校児
童

田島第二小学校 なし なし 南会津町中央公民館
0241-62-5511

171

5 南会津 10/31（水）
10時00分～11時30分

ハロウィンパーティ 仮装ごっこを楽しむ。更に、うたを歌ったり、ダンスを踊ったりするな
ど、参加者みんなでおいしくおやつを食べる

どなたでも可 田島保育園
子育て支援センター

なし なし 田島保育園
子育て支援センター
0241-62-2677

172

5 南会津 11/3（土）
11/4（日）

下郷町文化祭 保育所・小学生・中学生の作品を展示 下郷町民全般 下郷ふれあいセンター なし なし 下郷町公民館
0241-69-1112

16
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173

5 南会津 11/7（水） 学校・家庭・地域連携サポート
事業

講師の先生を招いて、「地域人材の活用」についての講演会を開催
します。

どなたでも 南郷総合センター
（南会津町）

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

174

5 南会津 11/13（火）
12/11（火）

育児相談会 保健師や看護師が支援センターの職員とともに身体計測を実施し、
発育状況や離乳の事などお子さんを遊ばせながら気軽に相談でき
ます。しつけや育児の悩みについても応じます。

町内の満１歳以上の
未就学児親子
里帰り出産のため帰
省している満１歳以
上の未就学児親子

地域子育て支援セン
ター

なし なし 下郷町子育て支援セン
ター
0241-69-1137

175 ×

5 南会津 11/14（水）
13時30分～14時30分

「家庭教育講話」 「家庭教育南会津支援の会」による小学校就学前の保護書を対象
に、家庭での教育や学校に入学するにあたり不安な事などを、経験
者を交えなが
ら講話を行う。

檜枝岐小学校へ入
学予定の保護者
ＰＴＡ会員

檜枝岐小中学校 あり なし 檜枝岐村教育委員会
0241-75-2342

176

5 南会津 11/17（土）
11/18（日）
11/24（土）
11/25（日）
12/9（日）

親子で挑戦 親と子で様々な体験学習を行います。 南会津町内小学校１
～４年生（事前登録
した方のみ）

御蔵入交流館
（南会津町）

なし あり
※600円程度

南会津町中央公民館
0241-62-5511

177

5 南会津 11/17（土）
9時30分～12時00分

親子でパンを作ろう パン作りを通して、食への興味・関心を深め親子の触れ合いを楽し
んでもらいます。

町内の未就学児親
子

下郷作業所ホイップ あり あり
※500円

下郷町子育て支援セン
ター
0241-69-1137

178

5 南会津 11/19（月）
10時00分～11時30分

乳幼児健康相談 保健師・栄養士による月齢に応じた健康に関する相談会 6ヶ月、10ヶ月、12か
月、2歳の子どもと保
護者

東雲館 なし なし 檜枝岐村役場住民課
0241-75-2502

179

5 南会津 11/26（月）
12/17（月）

あそびの教室 あそびを通して子どもの健やかな発達と、身体の感覚統合を養うた
めの具体的な遊びの提供を行います。また、親子の関わりの支援も
します。

乳幼児と保護者 只見町保健福祉セン
ター

なし なし 只見町保健福祉課
0241-84-7005

180

5 南会津 11/26（月）
10時00分～11時30分

母子健康相談 町の保健師さんを招いて、お子さんの身体測定、育児相談、気にな
ることの相談等

どなたでも可 田島保育園
子育て支援センター

なし なし 田島保育園
子育て支援センター
0241-62-2677

181
5 南会津 11/28（水） 乳児健康相談 乳児期の発達発育の相談や離乳食、子育て等の悩みの相談を行

います。併せて、身体測定も実施します。
乳幼児と保護者 只見町保健福祉セン

ター
なし なし 只見町保健福祉課

0241-84-7005

182

5 南会津 11/28（水）
12/19（水）

お話を楽しもう 絵本の読み聞かせ、紙人形劇パネルシアターなどでいろいろなお話
に親しみ、親子で楽しんでもらいます。

町内の未就学児親
子

地域子育て支援セン
ター

あり なし 下郷町子育て支援セン
ター
0241-69-1137

183

5 南会津 12/2（日） クリスマス会 各種ゲーム、プレゼント交換、サンタからプレゼント、ビンゴ大会な
ど、みんなで楽しめる、ちょっと早めのクリスマス会です。

未就学児及び小学
生とその保護者

朝日振興センター あり あり
※子ども1人
300円
プレゼント
（300円程度）

朝日振興センター
0241-84-2111

184 ×

5 南会津 12/15（土）
9時30分～13時00分

「親子クッキング」 子ども達で決められたメニューを作り、完成後試食する。保護者も指
導や観察をしてもらい、一緒に調理する。

オコジョクラブ員とそ
の保護者

檜枝岐村公民館 あり なし 檜枝岐村教育委員会
0241-75-2342

17
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185

5 南会津 12/26（水）
12/27（木）
12/28（金）

ウインタースクール 冬休み期間に開催する学習塾イベントです。主に教員を目指してい
る大学生が講師を務めます。

町内の小中学生 12/26（水）
只見振興センター
12/27（木）
朝日振興センター
12/28（金）
明和振興センター

あり なし 只見町教育委員会
0241-82-5320

186

6 相双 10/3（水）
11/7（水）
12/12（水）
10時00分～12時00分

ままカフェ＠みなみそうま 東日本大震災から7年が経過した今でも、放射線に関する不安や悩
みをお持ちの方はいらっしゃると思います。ままカフェは、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など、いろいろな
思いを安心してお話しいただけます。南相馬市の保健師さんもス
タッフとして入っています。お茶を飲みながらゆっくりお話しできる場
です。

福島県内で子育てを
するお母さん

原町保険センター なし なし 特定非営利活動法人
ビーンズふくしま　ふくし
ま子ども支援センター
024-573-0150

187

6 相双 10/5（金）
13時30分～14時20分

千住真理子演奏会 ヴァイオリニスト　千住真理子氏による演奏会です。 児童生徒
保護者
地域住民

なみえ創成小・中学校
音楽室

なし なし なみえ創成小・中学校
0240-23-5335

188

6 相双 10/6（土） 【相双教育事務所】地区別研修
会
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パート①

食育講演会
講演「食育と子どものコミュニケーション能力」
講師　料理愛好家（わか）江川和花　氏
資格　食育インストラクター、国際薬膳食育師、食品衛生責任者
食（食育）について、また、食を通したコミュニケーション能力につい
て、講話を通して学ぶ。

幼保小中の保護者・
教職員、家庭教育実
践者、家庭教育支援
者、家庭教育関係者
等

福島県テクノアカデミー
浜
１０１教室

あり
※10月3日（水）
までＦＡＸや電子
メール、郵便によ
り申込

なし 福島県相双教育事務所
0244-26-1315

189

6 相双 10/12（金）
10/16（火）
10/23（火）
11/6（火）
11/13（火）
11/20（火）
12/4（火）
12/18（火）
12/26（水）
10時00分～12時00分

子育てサロン ベビーとママのリフレッシュ体操、個別相談
10/16は救急勉強会

持ち物
母子健康手帳、オムツ、着替え、飲み物など

乳児とそのご家族 10/12（金）
11/6（火）
12/26（水）
南相馬市保健センター

10/16（火）
11/13（火）
12/4（火）
相馬市保健センター

10/23（火）
11/20（火）
12/18（火）
新地町保健センター

なし なし 10/12（金）
11/6（火）
12/26（水）
南相馬市保健センター
0244-23-3680

10/16（火）
11/13（火）
12/4（火）
相馬市保健センター
0244-35-4477

10/23（火）
11/20（火）
12/18（火）
新地町保健センター
0244-62-2096

190

6 相双 10/13（土）
10時00分～11時30分

第4回相馬愛育園ふれあい運
動会

親子で走ったり、踊ったり、楽しい運動会を開催します。今年のテー
マは「宝さがしにいこう！！」です。

小学校低学年くらい
までの親子

相馬愛育園 あり なし 相馬愛育園
0244-36-5591

191

6 相双 10/13（土）
9時00分～11時30分

なみえ創成小・中学校
運動会

地域住民も参加する、本校、第１回目の運動会です。 児童生徒
保護者
地域住民

なみえ創成小・中学校校
庭
(雨天時：体育館)

なし なし なみえ創成小・中学校
0240-23-5335

192

6 相双 10/14（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〉

　世界共通の子ども通貨「カエルポイント」をつかって楽しくあそぶ
「かえっこ」。
　美術家の藤浩志氏が考案したこのユニークなプログラムを通し、
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

なし なし もとまつりまちづくりラボ
0244-23-2881

193 ×

6 相双 10/25（金）
10時20分～12時00分

書家　泉田佑子書道教室 自分の夢や希望を書に認めます。 児童生徒
保護者

なみえ創成小・中学校
体育館

なし なし なみえ創成小・中学校
0240-23-5335
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194 ×

6 相双 11/2（金）
10時20分～12時00分

東邦銀行陸上教室 一流のアスリートを招いての教室です。 児童生徒 なみえ創成小・中学校
校庭

なし なし なみえ創成小・中学校
0240-23-5335

195

6 相双 11/6（火）
10時00分～12時00分

ハローベビーサロン「トツキトオ
カ」事業

助産師による個別相談・ミニ講座を受けて、お産や新しい生活の準
備をします。

妊婦および産後４か
月頃までの赤ちゃん
と家族

広野町保健センター あり なし 広野町役場こども家庭
課
0240-27-2115

196

6 相双 11/6（火）
14時00分～16時00分

お産の学校 持ち物
母子健康手帳、バスタオル

妊婦とのそご家族 南相馬市保健センター なし なし 南相馬市保健センター
0244-23-3680

197

6 相双 11/11（日）
10時00分～12時00分

パパがまんなか！イクメンセミ
ナー

福島県助産師会の指導の下、親子で楽しく体を動かして、パパも赤
ちゃんもリフレッシュするための体操を行います。パパが育児に参加
するメリット等についてのお話しや、個別相談も行います。

・生後２ヶ月～おお
むね１歳までの赤
ちゃんとパパを含む
ご家族
・これから出産を迎
えるプレパパ・プレマ
マ

相馬市総合福祉セン
ター（はまなす館）

あり なし 福島リビング新聞社郡
山支社
024-934-6120

198

6 相双 11/18（日）
9時30分～11時30分

平成30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、親子でスタンプラリーをしながらお店屋さ
んごっご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 相馬愛育園
0244-36-5591

199

6 相双 12/8（土） 【相双教育事務所】地区別研修
会
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パート②

料理教室
テーマ「脳の活性化が期待できる食材を使った簡単クリスマスパー
ティーレシピ」と題して、コミュニケーションを図りながら簡単レシピに
合わせて料理を行う。

幼保小中の児童生
徒・保護者・教職員、
家庭教育実践者、家
庭教育支援者、家庭
教育関係者等

道の駅「南相馬」
調理実習室
予定

あり
※11月上旬から
募集

なし 福島県相双教育事務所
0244-26-1315

200

6 相双 12/9（日）
13時00分～16時00分

かえっこ×コソダテ　かえっこ＠
ゆめはっと

　世界共通の子ども通貨「カエルポイント」をつかって楽しくあそぶ
「かえっこ」。
　美術家の藤浩志氏が考案したこのユニークなプログラムを通し、
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

201

6 相双 12/12（火）
13時20分～14時5分

でんでらキャラバンによる演奏
会

楽しい歌を交えた演奏会です。 児童生徒
保護者
地域住民

なみえ創成小・中学校
音楽室

なし なし なみえ創成小・中学校
0240-23-5335

202

7 いわき 10/3（水）
10時30分～12時00分
11/9（金）
10時00分～12時00分
12/11（火）
10時00分～12時00分

避難先の高齢者と避難地域の
子どもたちとの交流事業

東日本大震災と原発事故により避難生活をする楢葉町の高齢者の
皆さんが、いわき市の子どもたちと交流をします。

楢葉町の高齢者とい
わき市の子どもたち

10/3（水）
広野町二ツ沼総合公園
11/9（金）
平幼稚園
12/11（火）
久乃浜こども園

あり なし 公益財団法人福島県老
人クラブ連合会
024-523-2131
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203

7 いわき 10/17（水）
10/19（金）
10/22（月）
11/12（月）
11/14（水）
11/22（木）
①9時30分～
②10時00分～
③10時30分～
④11時00分～

おっぱい相談 体重測定、母乳・ミルクの与え方、乳房の手入れなどの個別相談

持ち物
母子健康手帳、バスタオル、オムツ、着替え、飲み物など

妊婦、乳児とそのご
家族

10/17（水）
11/14（水）
勿来市民会館

10/19（金）
11/22（木）
小名浜市民会館

10/22（月）
11/12（月）
いわき市総合保健福祉
センター

あり なし 10/17（水）
11/14（水）
勿来・田人地区保健福
祉センター　保健係
0246-62-2111

10/19（金）
11/22（木）
小名浜地区保健福祉セ
ンター　保健係
0246-54-2111

10/22（月）
11/12（月）
平地区保健福祉セン
ター
0246-22-7621
内郷・好間・三和地区保
健福祉センター
0246-27-8692

204

7 いわき 10/23（火）
11/27（火）
12/16（日）
10時00分～12時00分

ままカフェ＠いわき 東日本大震災から7年が経過した今でも、放射線に関する不安や悩
みをお持ちの方はいらっしゃると思います。ままカフェは、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など、いろいろな
思いを安心してお話しいただけます。Wendyいわきのスタッフも入っ
ているので、地域の情報を聞く事もできます。
お茶を飲みながらゆっくりお話しできる場です。

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Wendy
いわき

なし
※12/16（日）の
み、事前申込が
必要になります。

なし
※12/16（日）
のみ、参加費
用が必要にな
ります。

特定非営利活動法人
ビーンズふくしま　ふくし
ま子ども支援センター
024-573-0150

205

7 いわき 10/24（水）
10時00分～11時30分

避難先の高齢者と避難地域の
子どもたちとの交流事業

東日本大震災と原発事故により避難生活をする大熊町の高齢者の
皆さんが、いわき市の子どもたちとの交流をします。

大熊町の高齢者とい
わき市の子どもたち

平第一幼稚園 あり なし 公益財団法人福島県老
人クラブ連合会
024-523-2131

206

7 いわき 11/15（木）
10時00分～11時30分
12/13（木）
10時00分～12時00分
12/14（金）
10時00分～11時30分

避難先の高齢者と避難地域の
子どもたちとの交流事業

東日本大震災と原発事故により避難生活をする富岡町の高齢者の
皆さんが、いわき市の子どもたちと交流をします。

富岡町の高齢者とい
わき市の子どもたち

平第一幼稚園 あり なし 公益財団法人福島県老
人クラブ連合会
024-523-2131

207

7 いわき 11/17（土）
10時00分～14時00分

ベビーマッサージと何でも相談
会

ベビーマッサージ、相談会

持ち物
母子健康手帳、バスタオル、オムツ、着替え、飲み物など

妊婦、乳児および幼
児とそのご家族、女
性

チャイルドハウスふくま
る

なし なし 福島県助産師会いわき
会
090-3983-23910
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