
令和元年度「子育て支援を進める県民運動」関連事業一覧

No. 一般 方部 市町村 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 10/14
10/20
11/3（2会場）
11/24
12/8

親子ふれあいサッカー教室 福島ユナイテッドFCの選手・コーチ等によるサッカー教室
（ボール遊びやミニゲームなど）

幼児・小学生の親子 10/14（大玉村）・10/20
（郡山市）・11/3（福島
市、二本松市）・11/24
（福島市）・12/8（福島
市）

あり 無料 ㈱AC福島ユナイテッド
TEL024-537-8203

2
1 県北 11/17（日）

10:00～12:00
チャレンジ親子たんけん隊
～フォレストパークで秋のお宝
発見！～

秋のフォレストパークあだたらにて、秋の福島を全身で楽しむ「チャ
レンジ親子たんけん隊」を開催します。親子で楽しめる遊びのコー
ナーがたくさんあります。

3歳～小学3年生の
親子

フォレストパークあだた
ら

あり あり フォレストパークあだた
ら
0243-48-2040

3 ×

1 県北 11/7（木）
講話：9:20～10:20
参観：10:30～11:00

保育参観
家庭教育学級

保育を公開するとともに、講師を依頼し保護者対象の講話を設定す
る。
講師：自立型個別指導塾　番匠塾　塾長　番匠　啓太様
講話：「親子のかかわりや子どものやる気を引き出す言葉かけなど
について講話いただく。」

保護者 醸芳幼稚園 一般の方はでき
ません。

無料 桑折町立醸芳幼稚園

4

1 県北 10/15（火）
11/19（火）
12/17（火）
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。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
※事前申し込み
はいらないが、
登録が必要

あり
※３００円（年
会費）

桑折町児童館
０２４－５８２－１５００

5

1 県北 10/11（金）
12/12（木）
10:00～11:30

すくすくカフェ 子育て中のお母さん同士がランチをしながら普段の悩みを話した
り、専門職員に相談したりしてリフレッシュを図ります。また、１２月１
２日（木）はすくすくキッチンと子育て支援センターと合同で「お楽しみ
会」を開催します。

就学前のお子さんと
その保護者及び妊
婦

レガーレこおり
※１２月１２日はすくすく
キッチンと合同のため会
場はやすらぎ園

あり
※事前予約が必
要

あり
※９９９円（ラ
ンチ代）

子育て世代包括支援セ
ンターすくすく

6

1 県北 10/17（木）
11/21（木）
12/12（木）
10:00～12:00
第3木曜日

プレママ＆ママのためのすくす
くキッチン

親子で楽しく、栄養バランスの良い食事や離乳食・幼児食つくりを管
理栄養士とともに作り会食もします。また、保健師によるミニ講話も
実施します。

就学前のお子さんと
その保護者及び妊
婦

やすらぎ園 あり
※事前予約が必
要

無料 子育て世代包括支援セ
ンターすくすく

7

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。
　また、１２月１２日（木）はすくすくキッチン・すくすくカフェとの合同
「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 子育て世代包括支援セ
ンターすくすく

8

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。
　１１月６日（水）は醸芳保育所で「避難訓練」を開催します。また、１
２月１２日（木）はすくすくキッチン・すくすくカフェとの合同「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 子育て世代包括支援セ
ンターすくすく

9

1 県北 11/9(土)
13:30～15:45

地域でつながる家庭教育応援
事業「親子の学び応援講座」
（伊達地区PTA連絡協議会教
育研究集会）

環太平洋大学教授内田伸子氏を招き、「小学校までに育てたい力
～どの子も伸びる共有型しつけのススメ～」の演題で子どもの自己
肯定感を育成するための家庭教育の在り方について講演をしてい
ただきます。

伊達地区内の保護
者、教員、教育関係
者

伊達ふるさと会館 必要 無料 県北教育事務所
024－521－2814

10

1 県北 11/27(水)
14:00～16:40

地域でつながる家庭教育応援
事業「家庭教育支援者地区別
研修」

桜の聖母短期大学講師長谷川美香氏を招き、「今、求められる支援
とは～親子の自己肯定感を育む支援に向けて～」の演題での講話
をいただきます。また、演習を通して現代の家庭支援のポイントをつ
かむ研修をします。

地域の家庭教育支
援者、家庭教育応援
企業、家庭教育に関
心のある方

福島県青少年会館 必要 無料 県北教育事務所
024－521－2814

11
1 県北 12/2(月）

13:00～14:00
地域でつながる家庭教育応援
事業「家庭教育応援企業研修」

福島県学校教育相談員山本和宏氏を招き、子どもの個性を伸ば
し、自己肯定感を形成するための家庭教育の在り方についての講
話をしていただきます。

家庭教育応援企業、
家庭教育に関心の
ある方

ユニックスビル８F
第2会議室

必要 無料 県北教育事務所
024－521－2814

12

1 県北 10/26(土)
14:00～15:30

アートなおはなしかい「色であ
そぼう！」

図書館でアートな本を紹介した後、美術館で作品鑑賞と、色のにじ
みを楽しむブックカバーを作る。

５歳～小学生および
保護者

県立図書館
県立美術館

要 無料 県立図書館
024-535-3218
県立美術館
024-531-5511

13
1 県北 11/24(日)

10:00～15:00
まんが絵巻をつくろう スクロールして絵や物語を楽しむ絵巻物を創作する。 どなたでも

（未就学児は保護者
同伴要）

県立美術館 要 500円 県立美術館
024-531-5511

14

1 県北 10/16（水）
10:00～11:30

ニコニコ相談会 乳幼児の身体測定、栄養相談、子育て相談 乳幼児と保護者 子育て支援センター
（藤田保育所内）

要 無料 保健福祉課
024-585-2783
藤田保育所
024-585-2374
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No. 一般 方部 市町村 日時 事業名 内容 対象 会場 事前申込 参加料 問い合わせ先

15

1 県北 11/6（水）
10:00～11:30

ニコニコ相談会 乳幼児の身体測定、栄養相談、子育て相談 乳幼児と保護者 子育て支援センター
（藤田保育所内）

要 無料 保健福祉課
024-585-2783
藤田保育所
024-585-2374

16

1 県北 12/4（水）
10:00～11:30

ニコニコ相談会 乳幼児の身体測定、栄養相談、子育て相談 乳幼児と保護者 子育て支援センター
（藤田保育所内）

要 無料 保健福祉課
024-585-2783
藤田保育所
024-585-2374

17
1 県北 10/10（木）

10:30～11:00
ちいさなおはなしかい 絵本を読んだり、わらべうたを歌ったりして楽しみます。 ３歳くらいまでの赤

ちゃんと保護者の方
福島県立図書館 不要 無料 福島県立図書館

024-535-3218

18
1 県北 10/26（土）

14:00～15:30
アートなおはなしかい「色であ
そぼう！」

図書館でアートな本を紹介した後、美術館で作品を見て、色のにじ
みを楽しむブックカバーを作ります。

５歳～小学生 福島県立図書館
福島県立美術館

必要 無料 福島県立図書館
024-535-3218

19
1 県北 11/21（木）

10:30～11:00
ちいさなおはなしかい 絵本を読んだり、わらべうたを歌ったりして楽しみます。 ３歳くらいまでの赤

ちゃんと保護者の方
福島県立図書館 不要 無料 福島県立図書館

024-535-3218

20

1 県北 12/7（土）
11:00～11:30

クリスマスのおはなしかい
みんないっしょに　世界のこと
ばで おはなしかい　～GC Café
for Kids～

クリスマスの絵本を読んだり、英語やブラジル（ポルトガル語）のクリ
スマスの歌を歌ったりして遊びながら、カナダやブラジルのクリスマ
スを紹介します。

５歳くらいから
保護者の方

福島県立図書館 必要 無料 福島県立図書館
024-535-3218

21
1 県北 12/12（木）

10:30～11:00
ちいさなおはなしかい 絵本を読んだり、わらべうたを歌ったりして楽しみます。 ３歳くらいまでの赤

ちゃんと保護者の方
福島県立図書館 不要 無料 福島県立図書館

024-535-3218

22
1 県北 10/9（水）

10：20～11：20
子育てほっとステーション 10月の月1イベントで「ミニ運動会」を行います。大玉転がしやかけっ

こなど、親子で体を動かしましょう。
子育て中の方 川俣町保健センター 必要 無料 川俣町教育委員会子育

て支援課
024-566-2111

23
1 県北 11/27（水）

10：20～11：20
子育てほっとステーション 11月の月1イベントで「おやつ作り」を行います。前回実施したおやつ

作りでは、パンとシチューを親子一緒に作りました。
子育て中の方 川俣町保健センター 必要 無料 川俣町教育委員会子育

て支援課
024-566-2111

24
1 県北 12/20（金）

10：20～11：20
子育てほっとステーション 12月の月1イベントで「手遊び・わらべ歌」を行います。みんなが知っ

てる童謡を歌いながら、親子で触れあって遊びましょう。
子育て中の方 川俣町保健センター 不要 無料 川俣町教育委員会子育

て支援課
024-566-2111

25
1 県北 10/4（金）

9：30～11：30
お話し会 子育ての悩みや気になることについて、町保健師を含む少人数によ

るグループミーティング方式で相談会を行います。※同伴した児童
については、別室で託児を行います。

1歳６か月から就学
前の幼児を持つ母
親

川俣町保健センター 必要 無料 川俣町教育委員会子育
て支援課
024-566-2111

26

1 県北 12/6（金）
9：30～11：30

お話し会 公認心理師の先生を招いて、子育ての悩みや気になることについ
て、町保健師を含む少人数によるグループミーティング方式で相談
会を行います。※同伴した児童については、別室で託児を行いま
す。

1歳６か月から就学
前の幼児を持つ母
親

川俣町保健センター 必要 無料 川俣町教育委員会子育
て支援課
024-566-2111

27
1 県北 10/9（水）

10:10～11:00
防災教室 消防署の方をお呼びして、避難訓練の様子を見ていただきご指導い

ただく。
消防自動車の見学・職員による消火訓練・通報訓練を実施します。

幼稚園児 石井幼稚園 無料 石井幼稚園
　０２４３－２３－４７８５

28
1 県北 10/11（金）

8:00～14:00
こむこむ館遠足 公共の交通機関（バス・JR）を利用し、こむこむ館へ遠足に行きま

す。
幼稚園児 こむこむ館 無料 石井幼稚園

　０２４３－２３－４７８５

29
1 県北 10/23（水）

9:00～１１:00
石井地区長寿会運動会 石井地区長寿会運動会に招待されて参加します。 石井地区長寿会

幼稚園児
石井住民センター 無料 石井住民センター

　０２４３－２３－１２６２

30
1 県北 10/25（金）

8:30～14:30
親子遠足 親子でバスに乗り、ムシテックワールドに行き、サイエンスショー見

学や、「里山であそぼう」ということで、自然に触れ合いながら遊んで
きます。

幼稚園児
保護者

ムシテックワールド 無料 石井幼稚園
　０２４３－２３－４７８５

31
1 県北 10/29（火）

9:30
さつまいもほり 子育て応援隊（祖父母）の方々に手伝っていただきながら、さつまい

もほりをします。
幼稚園児
子育て応援隊
　　　　　　（祖父母）

石井幼稚園 無料 石井幼稚園
　０２４３－２３－４７８５

32
1 県北 10/30（水）

8:45～11:30
二本松市立幼稚園　５園合同
人形劇・講演会

講師の先生を招いて子育てについての講演会を実施します。その
後、親子一緒に劇団バクの人形劇鑑賞をします。

各幼稚園児
保護者

二本松市福祉センター 無料 石井幼稚園
　０２４３－２３－４７８５

33
1 県北 11/1（金）

8:30～13:00
祖父母参観日 半日、祖父母と遊んだり、劇団「もこもこ」をお呼びして、祖父母と一

緒に鑑賞したりした後、福島県栄養士会の方々と一部の保護者の
方が作ってくれた昼食を一緒に食べます。

幼稚園児
祖父母

石志幼稚園 無料 石井幼稚園
　０２４３－２３－４７８５

34
1 県北 11/5（火）～6（水）

8:30～11:00
自由参観 保護者・祖父母どなたでも参観いただきます。 幼稚園児

保護者
祖父母

石志幼稚園 無料 石井幼稚園
　０２４３－２３－４７８５

35
1 県北 11/13（水）

8:00～13:00
交流保育 二本松市立大平幼稚園児が石井幼稚園に登園し、一緒に遊んで降

園します。
石井幼稚園児
大平幼稚園児

石志幼稚園 無料 石井幼稚園
　０２４３－２３－４７８５

36
1 県北 12/7（土）

9:00～11:00
生活発表会 遊戯やリズム遊び・劇など、保護者や祖父母の方々の前で発表しま

す。
幼稚園児
保護者
祖父母

石志幼稚園 無料 石井幼稚園
　０２４３－２３－４７８５

37
1 県北 12/19（木）

10:00
もちつき 保護者会役員の方々にお手伝いいただいて、もちつきをして食べま

す。
幼稚園児
保護者会役員

石志幼稚園 無料 石井幼稚園
　０２４３－２３－４７８５
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No. 一般 方部 市町村 日時 事業名 内容 対象 会場 事前申込 参加料 問い合わせ先

38
1 県北 10/24（木) 親子遠足 親子でバスに乗って、須賀川市ふくしま森の科学体験センターで、

専門のスタッフの指導のもと、自然体験や化学実験をしてきます。
自園の親子 ふくしま森の科学体験セ

ンター（ムシテックワー
ルド）

無料

39
1 県北 10/30（水) ５園合同家庭教育学級 二本松市内の幼稚園５園との交流会と保護者へ教育講演会を行い

ます。また、親子で人形劇鑑賞をします。
二本松市内の幼稚
園児と保護者

二本松市福祉センター 無料

40
1 県北 12/7（土) お楽しみ発表会 日頃の保育の成果を生かした発表会を行います。また、会が終わっ

てから保護者の方と一緒に簡単なケーキ作りやクリスマス会を催し
ます。

自園の親子 大平幼稚園 無料

41
1 県北 10/1（火）

9:00～１１:00
自由保育参観（焼き芋会） 保護者に手伝っていただき、園で収穫したさつま芋を栽培活動でお

世話になった地域の方、保護者、園児たちとで焼き芋をして食べま
す。

保護者
園児

幼稚園前敷地 無料 渋川幼稚園

42

1 県北 11/1（金）
10:00～10:45

自由保育参観
あそんで体力アップアップ事業
『キッズエアロビック』

県の体育協会の事業を利用し、親子で体を動かして楽しむ 保護者
園児

幼稚園遊戯室 無料 渋川幼稚園

43
1 県北 11/7（木）

8:30～2:00
こむこむ遠足 JRを利用して福島駅まで行き新幹線を見たりこむこむで遊んだり、

プラネタリウムを見ます。
保護者
園児

JR、福島駅、こむこむ 電車代 渋川幼稚園

44
1 県北 11/14（木）

9:00～11:00
親子クッキング 地域の子育て食環境支援授業を利用し県の栄養士さんから親向け

に『おやつの大切さ』についての講話をいただき、親子でおやつ作り
をして食べます。

保護者
園児

幼稚園遊戯室 無料 渋川幼稚園

45
1 県北 12/7（土）

9:00～11:00
生活発表会 遊戯や歌など今まで取り組んできた活動を発表します。 保護者、祖父母 幼稚園遊戯室 無料 渋川幼稚園

46
1 県北 12/19（木）

10:00～11:00
おたのしみ会 サンタさんが来る予定です。遊戯を見せたり、一緒に歌ったりしま

す。
園児
地域の方

幼稚園遊戯室 無料 渋川幼稚園

47
1 県北 11/1（金）

8:30～12:30
親子クッキング 　　県栄養士会から先生を招いて、親子で調理をし一緒に食べま

す。
幼稚園の保護者 川崎小学校　調理室 不要 無料 二本松市立川崎幼稚園

０２４５－５２－２１０１

48

1 県北 12/7（土）
9:00～11:30

生活発表会 　　発達段階を考慮し、自主性を重んじた発表会
　○　上手にできることよりも発表する喜びを感じられるようにする。
　○　これまでの生活や遊びの中で、自分でできるようになったこと
など
　　自信をもって発表する機会とする。

幼稚園の保護者・家
族

川崎幼稚園　遊戯室 不要 無料 二本松市立川崎幼稚園
０２４５－５２－２１０１

49
1 県北 12/18（水）

9:00～11:30
お楽しみ会 ○サンタさんを楽しみに待つ。

○クリスマスケーキを作って、食べる。
幼稚園の保護者 川崎幼稚園　遊戯室 不要 無料 二本松市立川崎幼稚園

０２４５－５２－２１０１

50

1 県北 10/30（水） 自由参観（祖父母参観も兼ね
る）

人形劇鑑賞 全園児、祖父母、保
護者
子育て支援センター
来援親子

とうわこども園遊戯室 不要 無料 とうわこども園
０２４３－２４－８１２５

51
1 県北 11/11（月） リトミック教室 リトミック遊び １～３歳児

子育て支援センター
来援親子

とうわこども園遊戯室 不要 無料 とうわこども園
０２４３－２４－８１２５

52
1 県北 11/1（金）

9:30～12:00
避難先の子どもと避難区域の
高齢者との交流

こども園の収穫祭でもちつきとお遊戯鑑賞で交流します。 おかやまこども園の
園児と飯舘村及び福
島市岡部の高齢者

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

53
1 県北 11/9（土）

9:00～12:00
避難先の子どもと避難区域の
高齢者との交流

昔なつかしいお菓子作り、児童と高齢者が「蒸しパン・みたらし団子・
カルメ焼き作り」で交流します。

福島市内の児童クラ
ブ児童と飯舘村の高
齢者

福島中央学習センター あり 無料 公益財団法人福島県老
人クラブ連合会
024－523－2131

54
1 県北 10/25（金）

9:30～11:30
避難先の子どもと避難区域の
高齢者との交流

園児と高齢者が遊具「忍者ランド」で交流します。 おかやまこども園の
園児と飯舘村の高齢
者

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

55
2 県中 11/9（土）

11/10（日）
9:30～16:00

ムシテック祭り 開館18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 あり 公益財団法人ふくしま科
学振興協会
0248-89-1120

56
2 県中 11/25（月）

10:00～15:00
子育て相談会 臨床心理士による、子育ての悩みや気になることについての相談会

を開催します。
どなたでも 三春町恵下越団地

（訪問　要相談）
要 無料 住民生活課健康福祉係

０２４０－２９－２１１２

57
2 県中 11/14（木）

9:30～11:00
栄養・歯科相談会 お子さんの栄養（離乳食を含む）や歯科についての悩みや気になる

ことについての相談を行います。
どなたでも 三春町恵下越団地 要 無料 住民生活課健康福祉係

０２４０－２９－２１１２

58

2 県中 令和元年6月から令和2年
1月にかけて全12回の年
間講座を実施

コミュタンサイエンスアカデミア 未来を担う子どもたちが「放射線や本県の環境等について学び、自
ら考え、主体的に行動する力」や「本県の状況を適切に理解できる
力」を身に付けることを目的とした小中学生向けのサイエンスクラブ
です。（特設サイト　https://com-fukushima.jp/csa/）

県内の小中学生
（受講申込終了）

福島県環境創造セン
ター交流棟「コミュタン福
島」
（三春町）

不要 無料 福島県環境創造セン
ター総務企画部企画課
0247-61-6129

3
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59

2 県中 12/8（日）
9:15～16:45

理科自由研究発表会 at コミュ
タン福島

小学生児童の夏休みの課題の一つである理科自由研究の発表会
を開催します。
県内15地区の理科自由研究作品展において、各学年代表に与えら
れる「特選」を受賞した児童のうち、参加応募のあった55名が口頭発
表・ポスター発表を行います。

どなたでも 福島県環境創造セン
ター交流棟「コミュタン福
島」
（三春町）

不要 無料 福島県環境創造セン
ター総務企画部企画課
0247-61-6129

60

2 県中 12/7（土）～12/8（日）
9:00～17:00

福島県小学校理科作品展 at
コミュタン福島

県内15地区の理科自由研究作品展において、各学年代表に与えら
れる「特選」を受賞した作品およそ90点を一堂に集め展示します。

どなたでも 福島県環境創造セン
ター交流棟「コミュタン福
島」
（三春町）

不要 無料 福島県環境創造セン
ター総務企画部企画課
0247-61-6129

61

2 県中 12/21（土）
10:30～15:00

福島空港施設イベント
　「ウルトラヒーローとの握手
会」
（事業主体：県（ウルトラ誘客プ
ロモーション事業））

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）

不要 無料 福島空港ビル株式会社
0247-57-1511

62

2 県中 11/16(土)〜12/8(日)
受付時間：9:30-16:00 (最
終解答時間　16:00)

福島空港施設イベント
tette×福島空港 「リアル謎解
きゲーム　『ロボのわすれも
の』」
（事業主体：福島空ビル株式会
社）

須賀川市を舞台に参加者が主人公となるオリジナルストーリーで、
ストーリーに沿って謎を解きながら両施設のチェックポイントを巡る。
買い物や食事、子供用の遊び場がある福島空港に加え、「屋内遊
び場」や図書館などが揃う地元の施設「須賀川市民交流センター
tette」を巡る仕様となっており、問題は子供でも楽しめる内容になっ
ているため、体験型のアクティビティ感覚で親子で遊ぶことができ
る。

どなたでも 開催場所：須賀川市民
交流センターtette・福島
空港
受付場所：須賀川市民
交流センターtette（福島
県須賀川市中町４−１）

不要 無料 福島空港ビル株式会社
0247-57-1511

63
2 県中 11/17（日）

10:00～15:00
ニコニコこども館まつり2019 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 無料 こども支援課

64
2 県中 10月中 就学前子育て講座 来年度小学校に入学する子供を持つ親を対象に、就学時・健診時

に子育てについての講座を開催する。
来年度小学校に入
学する子供の保護
者

市内各小学校 不用 無料 郡山市生涯学習課
024-924-2441

65

2 県中 12/4（水）
10:20～15:30

「地域でつながる家庭教育応援
事業」県中域内家庭教育支援
者研修会

・家庭教育支援者育成のための講演・演習
・子どもと心を通わすコミュニケーションについての講演・演習

家庭教育支援者、保
育所・学校関係者、子
どもに携わる事業関係
者、行政担当者、一般
の保護者

郡山市労働福祉会館
２階　中ホール

必要
（募集は１１月上
旬から）

無料 県中教育事務所総務社
会教育課
０２４－９３５－１４８８

66

2 県中 ①10/1（火）
②11/5（火）
10:00～12:00

幼児のわくわくタイム 運動施設等を活用した遊びや交流事業。 就学前の子どもとそ
の保護者

①小野町役場　子育て
支援課
②小野町　スマイル公
園

不要 無料 小野町役場　子育て支
援課
0247-72-2212

67

2 県中 ①10/11（金）
②11/8（金）
③12/13（金）
10:00～12:00

すくすく発達教室 子どもの発育、発達の相談、親子遊びや保護者同士の交流。 発達等に心配のある
子どもとその保護者

小野町役場　子育て支
援課

事前に要相談 １家族100円 小野町役場　子育て支
援課
0247-72-2212

68
2 県中 ①10/11（金）

②12/13（金）
10:00～12:00

子どもの相談室 子どもの発育、発達、保護者の育児不安、育児困難等に対する臨
床心理士による相談。

発達等に心配のある
子どもの保護者

小野町役場　子育て支
援課

要 無料 小野町役場　子育て支
援課
0247-72-2212

69

2 県中 ①10/18（金）
②11/14（木）
10:00～12:00

親子のふれあい教室 ・子育て支援サポーターによる手遊び歌や製作遊び等の提供
・臨床心理士による子育て講話
・ベビーマッサージ
・育児に関する情報提供
・親子や子育て支援者等との交流

主に就学前の子ども
とその保護者

小野町役場　子育て支
援課

不要 無料 小野町役場　子育て支
援課
0247-72-2212

70

2 県中 ①10/29（火）
②12/17（火）
10:00～12:00

育児教室 ・産後の生活及び育児に関する相談
・乳幼児の健康診査や予防接種の説明や勧奨
・育児や各種制度、町の子育て支援事業に関する情報提供
・親同士の交流
・ベビーマッサージ

生後１～２ヶ月の親
子

小野町役場　子育て支
援課

対象者に事前に
案内

無料 小野町役場　子育て支
援課
0247-72-2212

71

2 県中 ①10/16（水）
②11/20（水）
③12/11（水）
10:00～12:00

おやこの食育教室 ・食生活習慣の相談や指導、情報提供
・手作りのおやつ作り
・保護者同士の食を通した交流

就学前の子どもとそ
の保護者

小野町役場　子育て支
援課

不要 １家族100円 小野町役場　子育て支
援課
0247-72-2212

72
2 県中 10/23（水）

13:30
子育て講座 スクールカウンセラーを講師に迎え、子どもの気持ちの聴き方など、

子どもの心や悩みの捉え方についての講話を行います。
新入学児童の保護
者

石川小学校
クリスタルホール

一般参加不可 無料 石川町公民館

4
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73

2 県中 11/3（日）
12：00～17：00

子育て応援イベント 本の読み聞かせ、はいはいコンテスト、赤ちゃんヨガ、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。また、子育ての負担軽
減や不安解消等のため、離乳食・幼児食講座、子育てトークショー
などの子育て相談なども実施いたします。

子育て中の世帯 田村市文化センター
（田村市）

不要 無料 田村市こども未来課
0247-82-1000

74

3 県南 11/3（日）
9：30～17：00

まほろん感謝デー 日頃のご愛願に感謝して、まほろんの魅力が詰まったイベント内容
となっています。会期中の企画展『渦文－時を越える文様－』の展
示品にちなんでのエコバッグづくりや、キャンドルづくり、弓矢体験な
どをご用意しています。

一般 福島県文化財センター
白河館　まほろん

不要 無料 福島県文化財センター
白河館　まほろん
0248－21－0700

75

3 県南 11/25（月）
13:00～15:40

西郷村老人クラブ連合会寺子
屋セミナー

高齢者と次世代を担う子ども達やその親との交流をする「地域の寺
子屋」実施に伴い、子ども達の現状や遊び方を学ぶ「寺子屋セミ
ナー」を開催します。講師２名により講演と実技指導（こままわし、け
ん玉等）を行います。また、近隣の幼稚園児にも実技のパフォーマ
ンスを見せます。

西郷村在住の高齢
者と近隣の幼稚園児

西郷村文化センター あり 無料 公益財団法人福島県老
人クラブ連合会
024－523－2131

76

3 県南 12/13（金） 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。プロの演奏者を招き、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。

おおむね４歳未満の
乳幼児と保護者

サンフレッシュ白河 あり 100円 NPO法人子育て環境を
考える虹の会たんぽぽ
サロン
0248－21－7337

77
4 会津 11/9（土）

10:00～11:00
観劇　劇団バクによる「鶴の恩
返し」

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「鶴
の恩返し」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 無料 社会福祉法人会津婦人
会保育園
0242-27-1647

78
4 会津 11/15（金）

10:30～11:30
子育て講座　「みんなでもちつ
き！」

もちつきを親子で体験します。また、ついた餅を汁もち、きな粉もち
等で調理し、参加者で食べます。

未就園児とその保護
者

すくすくハウス　みんな
のひろば

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

79

4 会津 10/2（水）
11/6（水）
12/4（水）
11:00～11:30

子育て応援イベント ３回わらべうたあそびをします。
手あそびや顔あそびで触れ合ったり、親子一緒にわらべうたで体を
動かしてあそびます。

０～５歳児の親子、
祖父母、妊婦さん

どんぐり山こども園支援
センター「なのはな」

なし 無料 どんぐり山こども園
0242-28-0772

80

4 会津 10/10（木）
10/24（木）
11/7（木）
11/26（木）
12/5（木）
12/10（木）
10:00～11:00

ふれあいキッズ 10/10（木）ベビーマッサージ・ふれあい遊び
10/24（木）ミニ運動会
11/7（木）わらべうた・手遊び
11/26(木）リサイクル広場
12/5（木）ベビーマッサージ・ふれあい遊び
12/10（木）クリスマス会

0歳～未就園児と保
護者

会津坂下町子育てふれ
あい交流センター

なし
※12/10（木）の
み事前申込が必
要

無料
※12/10（木）
のみ参加料
が必要

会津坂下町子育てふれ
あい交流センター
0242-84-1784
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4 会津 10/5（土）

9:30～14:30
親子で楽しむアウトドアゲーム
「何して食べよ！」

親子のコミュニケーション事業です。
親子でグループで野外で遊びながらコミュニケーションを深めましょ
う。

3歳～15歳くらいまで
のお子さんと保護
者、家族

国立磐梯青少年交流の
家

あり あり
500円

家庭教育インストラク
ター会津さざなみの会
0242-64-2338

82
4 会津 12/25（水）

15:30～16:30
寺子屋交流会 昔あそび「こままわし、けん玉、皿回し、お手玉等」で高齢者が先生

となり、児童と交流します。
柳津小児童「ジャン
プやないづ」と柳津
町の高齢者

やないづふれあい館（柳
津町中央公民館）

あり 無料 公益財団法人福島県老
人クラブ連合会
024－523－2131

83

5 南会津 11/4（月）
10:20～15:40

家庭教育応援リーダー育成事
業　家庭教育支援者南会津地
区研修会

○講義・演習「家庭教育支援について、みんなで考えよう」
○主張発表「テーマ：家族」
○講演「絵本でセラピー～心に届く読み聞かせ～」

どなたでも 御蔵入交流館
（南会津町）

要
（託児希望も含
む）

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
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6 相双 12/15（日）
午前の部：9:00～12:00
午後の部：13:00～16:00

福島の輝く未来へ！スポーツ
わくわくプロジェクト「バドミント
ン教室・車いすバドミントン教
室」

バドミントン及び車いすバドミントンに挑戦しながら、体を動かすこと
の楽しさや気持ちよさを味わうとともに、バドミントン・車いすバドミン
トンの魅力に触れ、新たなスポーツにチャレンジしようとする気持ち
を育む。

（１）バドミントン教室
小学生（※バドミント
ン未経験者、初心
者）
（２）車いすテニス教
室　小・中・高校生の
下肢障害者
（※普段車いすを使
用していない方でも
参加可能）

南相馬市スポーセン
ター

必要
１１／２２（金）ま
で
※応募者多数の
場合は抽選

無料 福島県スポーツ課
024-521-7995
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6 相双 10/4（金）

9:30～11:00
にこにこ広場 親子あそび、ベビーヨガを実施します。

子育ての悩みや気になることの相談も行います。
妊婦及び子育て中
の方

葛尾村復興交流館「あ
ぜりあ」

要 無料 住民生活課健康福祉係
０２４０－２９－２１１２
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6 相双 10/8（火）
9:30～11:30

子育てひろば ・オープンスペースとして9：30～11：30まで無料開放しています。
・お子さんとママたちに自由に遊んでいただけます。
・看護職による育児相談や計測ができます。
・栄養士による栄養相談ができます。

大熊町の母子 大熊町役場いわき出張
所

なし 無料 0246-36-5671

5
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6 相双 10/29（火）
9:30～11:30

子育てひろば（リフレッシュタイ
ム）

・ママたち同士で育児についてのお話などをし、情報共有をする時
間をつくります。

・オープンスペースとして9：30～11：30まで無料開放しています。
・お子さんとママたちに自由に遊んでいただけます。
・看護職による育児相談や計測ができます。
・栄養士による栄養相談ができます。

大熊町の母子 大熊町役場いわき出張
所

なし 無料 0246-36-5671
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6 相双 11/12（火）
9:30～11:30

子育てひろば ・オープンスペースとして9：30～11：30まで無料開放しています。
・お子さんとママたちに自由に遊んでいただけます。
・看護職による育児相談や計測ができます。
・栄養士による栄養相談ができます。

大熊町の母子 大熊町役場いわき出張
所

なし 無料 0246-36-5671
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6 相双 11/26（火）
9:30～11:30

子育てひろば（親子リトミック） ・リトミックを通し親と子が楽しく向かい合うきっかけをつくります。

・オープンスペースとして9：30～11：30まで無料開放しています。
・お子さんとママたちに自由に遊んでいただけます。
・看護職による育児相談や計測ができます。
・栄養士による栄養相談ができます。

大熊町の母子 大熊町役場いわき出張
所

なし 無料 0246-36-5671
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6 相双 12/10（火）
9:30～11:30

子育てひろば ・オープンスペースとして9：30～11：30まで無料開放しています。
・お子さんとママたちに自由に遊んでいただけます。
・看護職による育児相談や計測ができます。
・栄養士による栄養相談ができます。

大熊町の母子 大熊町役場いわき出張
所

なし 無料 0246-36-5671
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6 相双 12/24（火）
9:30～11:30

子育てひろば ・オープンスペースとして9：30～11：30まで無料開放しています。
・お子さんとママたちに自由に遊んでいただけます。
・看護職による育児相談や計測ができます。
・栄養士による栄養相談ができます。

大熊町の母子 大熊町役場いわき出張
所

なし 無料 0246-36-5671
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6 相双 10/24（木)

10:30～11:30
避難先の子どもと避難区域の
高齢者との交流

公園内敷地でカード探しとふうせんバレーで交流します。 久之浜こども園（い
わき市）の園児と双
葉町の高齢者

二ツ沼総合公園 あり 無料 公益財団法人福島県老
人クラブ連合会
024－523－2131
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7 いわき 11/23（土）
～12/25（水）

アクアマリンクリスマス エントランスホールに大型クリスマスツリーを設置し、イルミネーショ
ンも楽しんでいただけます。
12/14～15は親子で参加できる「海のなかまたちのアイシングクッ
キー教室」を開催します。
12/23～25は小学生以下が対象となる「松ぼっくりのツリー探し」を開
催します。その他のイベントもありますので、アクアマリンのホーム
ページをご確認ください。

子ども、親子 アクアマリンふくしま あり（一部） あり（一部） アクアマリンふくしま
0246-73-2525
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7 いわき 11/10（日）
10:00～16:00

ふくしまラグビー交流事業「ふく
しまビッグスクラム2019」

親子でラグビーの魅力や楽しさに触れる機会を作るため、イベント
の１コンテンツとして親子タグラグビー教室を開催する。
その他にも、各種スポーツ体験やステージショーなど、親子で楽しめ
る内容となっている。

（１）親子タグラグ
ビー教室・・・小学生
及びその保護者
（２）その他・・・どな
たでも

Ｊヴィレッジ （１）親子タグラグ
ビー教室・・・有り
（当日参加も可
能）
（２）その他・・・不
要

無料 イベント運営事務局
024-926-0308
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7 いわき 11/8（金）

10:30～11:30
避難先の子どもと避難区域の
高齢者との交流

日本文化にふれようと題したパフォーマンスを鑑賞した後、園児と高
齢者がふろしきを使って交流します。

平幼稚園（いわき
市）の園児と双葉町
の高齢者

平幼稚園 あり 無料 公益財団法人福島県老
人クラブ連合会
024－523－2131
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