
平成２５年度「子育て支援を進める県民運動」関連事業一覧

地域 日時 事業名 内容 対象 会場 事前申込 参加料 問い合わせ先

県北 通年実施
毎月第2木曜日
10/10、11/14、12/12
10:30～11:00

ちいさなおはなしかい 赤ちゃんと保護者の方のためのおはなしかいです。絵本やわらべう
た遊びなどをします。

乳幼児（0才～3才ぐ
らい）とその保護者

福島県立図書館
こどものへや
（福島市）

不要 無料 福島県立図書館
こどものへや
024-535-3218

県北 ①月曜・水曜・木曜（祝日を
除く）14:00～16：00
②土曜（5日、26日のみ）・日
曜（13日のみ）10:30～11:30、
13:30～15:30

デジタル工作の時間 パソコンで楽しく工作をします。
2日（水）～10日（木）…虫の音シールブックをつくろう！
13日（日）・14（月）…ぐるぐる回る!?鉄棒大回転!!
16日（水）～31日（木）…かわいい飾りでハロウィンを楽しもう！

3歳～高校3年生
※小学生未満は保
護者同伴

福島市子どもの夢を育
む施設　こむこむ
（福島市）

必要
開始15分前から先
着項に整理券配布
（定員各回6名）

無料 こむこむ
024-524-3131

県北 毎週火曜日
10:00～11:30

子育てサロン 乳幼児と保護者が集まり、子育ての楽しさや不安を話し合ったり、子
ども同士が遊んだりできる仲間作りの場です。遠足やクリスマス会、
保健師による健康教室、栄養士による食育教室なども行います。

未就園児とその保護
者、妊婦

飯舘村草野・飯樋幼稚
園別棟施設
（福島市）

不要 無料 飯舘村健康福祉課
024-562-4224

県北 原則
毎週火曜日・木曜日
9:30～11:00

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17日（木）は母親クラブ・手づくりおやつの会との合同「親子クッ
キング」、12月12日（木）は合同「お楽しみ会」を開催します。

生後1カ月から1歳5
カ月頃までのお子さ
んとその保護者、初
妊婦の方

醸芳保育所
（桑折町）

事前申込はいら
ないが、登録が
必要

無料 醸芳保育所

県北 原則
毎週水曜日・金曜日
9:30～11:00

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17日（木）は母親クラブ・手づくりおやつの会との合同「親子クッ
キング」、12月12日（木）は合同「お楽しみ会」を開催します。

1歳6カ月頃の子さん
から就学前までのお
子さんとその保護者

醸芳保育所
（桑折町）

事前申込はいら
ないが、登録が
必要

無料 醸芳保育所

県北 10/3（木）、10/17（木）、
11/6（水）、12/10（火）
10:00～11:30

長期療養児相談会
「子育て講座」

病気や障がいをもつ子どもの保護者に向けた専門家による子育て
講話と保護者同士の交流会・相談会を開催します。

小児慢性特定疾患
等長期に治療やリハ
ビリを行うお子さんを
もつ保護者

県北保健福祉事務所
（福島市）

必要
（電話による申込
み）

無料 県北保健福祉事務所
児童家庭支援チーム

県北 10/4（金）・10/18（金）
※第1・3金曜日
17：00～18：30

チアリーデイング教室 ふだん体を動かすのが得意でないかたも気軽にできるプログラムで
す。
※タオル・飲み物・運動靴持参

小学1年生～小学6
年生

福島市子どもの夢を育
む施設　こむこむ
（福島市）

必要
先着項（先着30
名）

無料 こむこむ
024-524-3131

県北 ①10/5（土）
②10/6（日）
14：00～16：00
※①、②どちらかお選びく
ださい。

つくったカメラで写真が撮れ
る？
～カメラをつくって、撮影にチャ
レンジしよう！～

レンズ付きのオリジナルカメラをつくって、風景や友だちを撮影して
みよう！

小学3年生～小学6
年生

福島市子どもの夢を育
む施設　こむこむ
（福島市）

【募集終了】
（9/1～9/14）

【募集終了】 こむこむ
024-524-3131

県北 10/5（土）
10：00～12：30

こむこむ手打ちうどん道場へよ
うこそ！（親子）

親子でうどんの手打ち体験をします。自分で打ったうどんはお持ち帰
りできます。

小学2年生～小学6
年生と保護者

福島市子どもの夢を育
む施設　こむこむ
（福島市）

【募集終了】
（9/1～9/14）

【募集終了】 こむこむ
024-524-3131

県北 10/5（土）
10：30～11：30

こどもたいそう③
～おとうさん・おかあさんもいっ
しょ！～

でんぐり返しに平均台遊び、マットなども使って、いろいろな動きをし
ながら、親子で楽しく体を動かします。

3歳～6歳と保護者 福島市子どもの夢を育
む施設　こむこむ
（福島市）

【募集終了】
（9/1～9/14）

【募集終了】 こむこむ
024-524-3131

県北 10/5（土）
18：00～20：00

天文クラブ 季節の星座や天文について総合的に学習します。子ども天文台も使
います。

小学3年生～中学3
年生

福島市子どもの夢を育
む施設　こむこむ
（福島市）

【募集終了】
（9/1～9/14）

【募集終了】 こむこむ
024-524-3131
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地域 日時 事業名 内容 対象 会場 事前申込 参加料 問い合わせ先

県北 10/5（土）ほか、土曜・日
曜・祝日
10:30～11：30

めざせ冒険マスター！
～展示室探険隊～

常設展示室に関する5つのなぞを解きながら冒険します。
参加してくれた冒険者にはこむこむオリジナル冒険マスターカードを
プレゼント！

幼児～中学3年生
※ひらがなの読み書
きができるお子様は
参加可能

福島市子どもの夢を育
む施設　こむこむ
（福島市）

必要
当日10:15より整
理券配付（各回
先着10名）

無料 こむこむ
024-524-3131

県北 10/5（土）ほか、土曜・日
曜
13:30～16:00

チャレンジウォールに挑
戦！！

高さ7メートルのクライミングウォール！てっぺんめざしてチャレンジしよう！
てっぺんまで登るとチャレンジウォールオリジナルカードがもらえるよ。むず
かしいコースを登るとレベルアップ!カードもレベルアップするよ!どんどんレベ
ルアップ目指してチャレンジしよう!※動きやすい服装（シューズは貸出しま
す）

靴のサイズが17セン
チメートル以上

福島市子どもの夢を育
む施設　こむこむ
（福島市）

必要
当日13:15より整
理券配付

無料 こむこむ
024-524-3131

県北 10/5（土）ほか、土曜・日
曜・祝日
14:00～15:00

わくわくサイエンス 毎回違ったテーマで実験をおこないます。科学ふしぎにふれてみよ
う!

どなたでも※小学2
年生以下は保護者
同伴

福島市子どもの夢を育
む施設　こむこむ
（福島市）

不要
材料に限りがあ
る場合あり

無料 こむこむ
024-524-3131

県北 10/6（日）
10:00～13:00

季節のごっつお！
～秋祭り（赤飯・お煮しめ）～

お祝い事の定番メニューの赤飯を本格的に蒸しあげてつくります。
※エプロン。三角巾・ハンドタオル持参

小学1年生～中学3
年生と保護者

福島市子どもの夢を育
む施設　こむこむ
（福島市）

【募集終了】
（9/1～9/14）

【募集終了】 こむこむ
024-524-3131

県北 10/6（日）
9：30～15：00

こむこむ将棋大会 学年別に3部門に分かれて対局。各部門1～4位の表彰をします。 小学1年生～中学3
年生

福島市子どもの夢を育
む施設　こむこむ
（福島市）

【募集終了】
（9/1～9/14）

【募集終了】 こむこむ
024-524-3131

県北 10/6（日）
14:20～14:50

おはなしジャングル 絵本のよみきかせ、おはなしなどをおこないます。
【テーマ：さあ、たいへん！】

小学1年生～小学6
年生

福島市子どもの夢を育
む施設　こむこむ
（福島市）

不要 無料 こむこむ
024-524-3131

県北 10/6（日）・10/12（土）
14:00～16:00

なりきり　こむこむテレビきょく!! オープンスタジオの機材を使って、ニュース番組づくりの裏側をのぞ
いてみよう!

どなたでも 福島市子どもの夢を育
む施設　こむこむ
（福島市）

不要
席が空き次第、
随時参加可能

無料 こむこむ
024-524-3131

県北 10/7（月）・10/21（月）
10：00～11：30

ラジオ体操 ふだん体を動かすのが得意でないかたも気軽にできるプログラムで
す。
※バスタオル・タオル・飲み物持参

小学1年生～一般の
方

福島市子どもの夢を育
む施設　こむこむ
（福島市）

必要
先着30名

無料 こむこむ
024-524-3131

県北 10/9(水）・10/23（水）
10：30～11：30

キッズ親子であそぼう③ マット運動にかけっこ、フラフープでケンケンパ。ボールやブロックも
使って、遊びながら、親子で楽しく体を動かします。
※水分補給用の飲み物・着替え・タオル

3歳～6歳と保護者 福島市子どもの夢を育
む施設　こむこむ
（福島市）

【募集終了】
（9/1～9/14）

【募集終了】 こむこむ
024-524-3131

県北 10/10（水）
10：00～11：30

クラブこむこみＮＥＷＳ（ニュー
ス）をつくろう！

参加者同士が交流し、コミュニケーションを深めながら体験をしてい
ただきます。

親子 福島市子どもの夢を育
む施設　こむこむ
（福島市）

必要
先着親子20組

無料 こむこむ
024-524-3131

県北 10/12(土）
10:30～11:30

どんぐり人形劇公演 福島大学児童文化研究会　人形劇部とリズム部の皆さんによる人
形劇「ゆめくいこびと」、うたあそびを実施します。

幼児から小学校低学
年

えぽか　健康増進広場
（本宮市）

不要 無料 本宮市　えぽか
0243-63-2780
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地域 日時 事業名 内容 対象 会場 事前申込 参加料 問い合わせ先

県北 ①10/12（土）
②10/13（日）
14：00～15：30
①・②どちらかお選びくだ
さい。

めざせ！化石ハンター
～本物のアンモナイトを発掘し
よう！～

化石について学びながら、木の葉化石クリーニングやアンモナイトの
化石発掘体験をしよう！

小学3年生～小学6
年生

福島市子どもの夢を育
む施設　こむこむ
（福島市）

【募集終了】
（9/1～9/14）

【募集終了】 こむこむ
024-524-3131

県北 10/12（土）
10：00～12：30

お魚料理に挑戦！
～中華編～

旬のお魚を料理！〝魚（サンマまたはサケ）のとろ～り野菜あんか
け"と〝ふんわり卵スープ"を作ります。
※エプロン・三角巾・ハンドタオル持参

小学3年生～中学3
年生

福島市子どもの夢を育
む施設　こむこむ
（福島市）

【募集終了】
（9/1～9/14）

【募集終了】 こむこむ
024-524-3131

県北 10/12（土）、10/13（日） 第5回ふくしま小学生スポーツ
フェスタ

福島県内のスポーツ尐年団が一堂に集い、日頃の技を競うとともに
友情を深めます。

各競技スポーツ尐年
団の小学生と指導者

あづま総合運動公園な
ど
（福島市）

一般参加なし 一般参加なし 福島中央テレビ
事業推進部
024-933-3190

県北 10/12（土）～10/31（木）
9:00～21:00

ハロウィン祭り ハロウィンの飾り付けをしたかぼちゃと一緒に写真を撮ってフロント
に持ってきてね！！お菓子をプレゼントするよ！

どなたでも ふくしま県民の森フォレ
ストパークあだたら
（大玉村）

不要 無料 ふくしま県民の森フォレ
ストパークあだたら
0243-48-2040

県北 10/13（日）
①10:30～11:00
②14:15～14:45

エコクラフトに挑戦！ 親子で楽しく工作します！ 小学校入学前のお
子さんと保護者

福島市子どもの夢を育
む施設　こむこむ
（福島市）

必要
開始10分前より
整理券配布（定
員各回10組）

無料 こむこむ
024-524-3131

県北 10/13（日）
14:20～14:50

おはなしピクニック 絵本よみきかせ、おはなしなどをおこないます。
【テーマ：いただきまーす！】

4歳～6歳 福島市子どもの夢を育
む施設　こむこむ
（福島市）

不要 無料 こむこむ
024-524-3131

県北 10/13（日）
14:00～15:30

手作りウィンナー お肉をこねて、腸に詰めて、添加物なしのウィンナーを作ります。
※手拭タオルとエプロンをお持ちください。

どなたでも ふくしま県民の森フォレ
ストパークあだたら
（大玉村）

必要
定員8組（1組5名
まで）

1組3,000円
※キット込料
金

ふくしま県民の森フォレ
ストパークあだたら
0243-48-2040

県北 10/14（月）・10/19（土）
14:20～14：35

おはなしぼっくす お子さままに合わせた絵本よみきかせ、手あそび、わらべうたをおこ
ないます。

3歳～小学6年生 福島市子どもの夢を育
む施設　こむこむ
（福島市）

不要 無料 こむこむ
024-524-3131

県北 10/16（水）
10：00～11：30（予定）

親子ヨガ教室 ふだん体を動かすのが得意でないかたも気軽にできるプログラムで
す。
※タオル・飲み物持参

親子 福島市子どもの夢を育
む施設　こむこむ
（福島市）

必要
先着親子20組

無料 こむこむ
024-524-3131

県北 10/19（土）
10:30～11:30

大ボールあそび 大きいボールに乗ったり、転がしたりして遊びます。 小学校入学前のお
子さんと保護者

福島市子どもの夢を育
む施設　こむこむ
（福島市）

不要 無料 こむこむ
024-524-3131

県北 10/19（土）
①10:45～11:30
②11:45～12:30

福島大学数学教育研究室・こ
むこむ共催事業
～たのしく学ぶ算数～

福島大学の先生や学生のみなさんといっしょに、算数をたのしく学ん
でみませんか？

①小学1・2年生
②小学3・4年生

福島市子どもの夢を育
む施設　こむこむ
（福島市）

必要
各回とも当日
10:15から会場前
にて受付（定員
各回先着15名）

無料 こむこむ
024-524-3131
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地域 日時 事業名 内容 対象 会場 事前申込 参加料 問い合わせ先

県北 10/19（土）
13：30～15：30

お花教室②
～ハロウィンのアレンジ～

【テーマ：ハロウィン】カボチャとお花でハロウィンにぴったりなアレン
ジメントを作ります！お花・花器はお持ち帰りできます。※汚れてもよ
り服装でお願いします。

小学3年生～中学3
年生

福島市子どもの夢を育
む施設　こむこむ
（福島市）

【募集終了】
（9/1～9/14）

【募集終了】 こむこむ
024-524-3131

県北 10/19(土）
18：00～20：00

親子で星空観測会 親子で季節の星空を観測します。 小学1年生～中学3
年生と保護者

福島市子どもの夢を育
む施設　こむこむ
（福島市）

【募集終了】
（9/1～9/14）

【募集終了】 こむこむ
024-524-3131

県北 10/19（土）・10/20（日）
14:00～16:00

こんなの見たことない!?合体ザ
ウルス!

いろいろな恐竜のパーツをたんけんして集めて、オリジナルの恐竜
をつくろう！

4歳～高校3年生※
未就学児は保護者
同伴

福島市子どもの夢を育
む施設　こむこむ
（福島市）

不要
先着50名

無料 こむこむ
024-524-3131

県北 10/19（土）
13:00～14:45

大人が変わるためのセミナー
第2回

「子ども・若者の成長と自立」をテーマに、NPOあぶくまネイチャース
クールネットワーク理事長の進士徹氏の講演を行います。

どなたでも 福島県男女共生セン
ター
（二本松市）

必要 無料 福島県青尐年育成県民
会議
024-546-0002

県北 10/20(日）、11/24(日）、
12/21(土）
10:30～11:30

子育て支援事業「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1年生による大型紙芝居
やオペレッタ、幼児体操などを行います。

幼児から小学校低学
年

えぽか　健康増進広場
（本宮市）

不要 無料 本宮市　えぽか
0243-63-2780

県北 10/20（日）
10：00～11：00

あかちゃんたいそう③
～おとうさん・おかあさんもいっ
しょ！～

赤ちゃんをだっこしたり、おんぶしたり、ボールやバスタオルも使っ
て、スキンシップをとりながら、親子で楽しく体を動かします。
※水分補給用の飲み物・着替え・タオル持参

0歳～2歳と保護者 福島市子どもの夢を育
む施設　こむこむ
（福島市）

【募集終了】
（9/1～9/14）

【募集終了】 こむこむ
024-524-3131

県北 10/22（火）
9:00～13:00

バスに乗って楽しい遠足 福島にある、わかば子育てセンターとせのうえ子育て支援センター
の合同企画です。大型バスに乗って親子で遠足に出かけません
か？お友だちと一緒に大きなバスに乗るだけでワクワクしそうです
ね。みんなで仲良くたくさん遊んで、手作り弁当をおいしく食べて楽し
い時間を過ごしましょう。

幼児親子 十六沼運動公園　ピョン
ピョンドーム
（福島市）
※雤天時は、くにみもも
たんひろば（国見町）

必要 500円 せのうえ子育て支援セン
ター
024-553-5390

県北 10/26（土）
10:00～11:30

おゆうぎしつコンサート 福島県吹奏楽コンクール一般の部において、昨年・今年と2年連続で県知事賞に輝
いた、福島市の吹奏団体「フィール・ウインド・オーケストラ」が瀬上保育所のおゆう
ぎ室で子どもたちのためにコンサートを行います。子どもたちのよく知っている曲ば
かりで、生演奏の迫力は素晴らしく、子どもたちも演奏にどんどん引き込まれること
間違いなしです。指揮体験や楽器体験もありますのでぜひ御参加下さい。

主に乳幼児親子 瀬上保育所　おゆうぎ室
（福島市）

不要 無料 せのうえ子育て支援セン
ター
024-553-5390

県北 10/26（土）14:20～14：50 おはなしあそぼっくす お子さままに合わせた絵本よみきかせ、手あそび、わらべうたをおこ
ないます。

4歳～小学6年生 福島市子どもの夢を育
む施設　こむこむ
（福島市）

不要 無料 こむこむ
024-524-3131

県北 10/26（土）
10：30～11：30

親子で楽しく！リトミック 今、人気の「リトミック」ピアノのリズムにのってジャンプしたり、走った
り、親子で体を動かしながら楽しい時間を過ごします。
※飲み物・着替え・タオル持参

1歳～2歳と保護者 福島市子どもの夢を育
む施設　こむこむ
（福島市）

【募集終了】
（9/1～9/14）

【募集終了】 こむこむ
024-524-3131

県北 10/26（土）・10/27（日）
10：00～12：00

器をつくって絵をかこう（親子） 陶芸の基本から学び、手まわしろくろを使って身近に使える器を親
子それぞれにつくります。

小学3年生～中学3
年生と保護者

福島市子どもの夢を育
む施設　こむこむ
（福島市）

【募集終了】
（9/1～9/14）

【募集終了】 こむこむ
024-524-3131
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地域 日時 事業名 内容 対象 会場 事前申込 参加料 問い合わせ先

県北 10/27（日）
13:00～14:10、14:30～
15:40

レゴWeDo（ウィー・ドゥー）を動
かしてみよう！

レゴブロックとモーターを組み合わせて動くロボットにプログラミング
をして動かしてみよう!!

小学2年生～高校3
年生

福島市子どもの夢を育
む施設　こむこむ
（福島市）

必要
当日15分前から
整理券配布（先
着8名）

無料 こむこむ
024-524-3131

県北 10/30（水）
10:00～11:30

未熟児発達相談会
「さくらんぼ広場」

小さく産まれたお子さんの育児上の不安や心配事を軽減できるよう
に親子遊びや保護者同士の交流会・相談会を開催します。

県北管内の出生体
重2,000ｇ未満の未熟
児とその保護者

県北保健福祉事務所
（福島市）

必要
（電話による申込
み）

無料 県北保健福祉事務所
児童家庭支援チーム

県北 11/9（土）
13:30～16:00

不妊セミナー 不妊治療についての最新情報や専門機関の受診のタイミング、妊娠
力アップにつながる健康づくりのポイント等についてわかりやすく講
話します。

いつか子どもを持ち
たいと考えている夫
婦、不妊治療に関心
のある夫婦

県北保健福祉事務所
（福島市）

必要
（電話による申込
み）

無料 県北保健福祉事務所
児童家庭支援チーム

県北 11/9(土）
10:30～11:30

どんぐり影絵とおはなしの会 福島大学児童文化研究会　影絵部と童話部の皆さんとによる影絵
公演とおはなし会です。「チャンチャン」、「いぬとねことふしぎな玉」、
影絵クイズなどを実施します。

幼児から小学校低学
年

えぽか　健康増進広場
（本宮市）

不要 無料 本宮市　えぽか
0243-63-2780

県北 11/10（日）
10:00～12:00

スクラップブッキング講座
～秋の思い出をかたちに残そ
う！～

たくさん遊んだ秋。楽しかった秋の思い出をかたちに残しましょう。写
真に飾りをつけて、素敵なアルバムを作ります。親子で参加できる楽
しい講座です。

小学生から一般（大
人）の方。※小学校の
中学年までは保護者
同伴。学年から一般の
方は個人で参加可能

こむこむ　2F　学習室
（福島市）

必要 無料 子どもライブラリー
024-526-4200

県北 11/19（火）
15:30～16:20

人形劇を楽しみましょう 保育所のお友だちと一緒に人形劇を楽しみませんか。全国を回って
楽しい人形劇を広めている劇団「すぎのこ」が瀬上保育所に遊びに
来てくれることになりました。どんなお話がとびだすのでしょうか？人
形劇の世界に大人も子どももみんなでひたってみましょう。

乳幼児親子 瀬上保育所　おゆうぎ室
（福島市）

必要 無料 せのうえ子育て支援セン
ター
024-553-5390

県北 11/20（水）
10:00～11:00

わらべ歌で遊ぼう 親子でわらべ歌遊びをします。 幼児と保護者 五百川幼保総合施設
地域子育て支援セン
ター
（本宮市）

不要 無料 地域子育て支援セン
ター
0243-33-4370

県北 11/22（金）～11/24（日）
表彰式：11/23（土）14:00
～

第34回FCT児童画展
（展覧会・表彰式）

子どもたちが自らの意欲で描いた“ふだん着”の児童画を募集し、第
34回ＦＣＴ児童画展を開催します。

※10/18（金）まで作品を募集し、10/30（水）に審査会を実施。

県内の3歳～15歳ま
での幼児、児童、生
徒の入選以上の作
品

福島市子どもの夢を育
む施設　こむこむ
（福島市）

不要 無料 福島中央テレビ
FCT児童画展事務局
024-923-3300

県北 11/26（火）
11:00～16:00

秋のママまつりin福島 チームキビタンやフラダンス、ベビーダンスなどのステージのほか、
ベビーマッサージ・カラーセラピーを開催する。

子育て中の方 AOZ（アオウゼ）
（福島市）

不要 無料 チルドリンママまつりin福
島実行委員会
090-2993-0282

県北 11/27（水）
13:00～16:00

ほっと相談会 言語聴覚士、臨床心理士の先生を招いて、言葉の発達や子育ての
悩みについての相談会を開催します。

子育て中の方 福島市飯野学習セン
ター
（福島市）

必要 無料 飯舘村健康福祉課
024-562-4224

県北 11/30(土）
10:30～11:30

えぽか人形劇鑑賞会 劇団「なるにあ」による人形劇「青い鳥」「まほうの帽子」を公演しま
す。

幼児から小学校低学
年

えぽか　健康増進広場
（本宮市）

不要 無料 本宮市　えぽか
0243-63-2780
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地域 日時 事業名 内容 対象 会場 事前申込 参加料 問い合わせ先

県北 12/13（日）
10:15～11:30

仮設住宅における寺子屋 地域コミュニティの構築と被災者の心身の健康を図ることを目的に、
子どもから高齢者まで、地域の方々が交流できる事業を行います。

どなたでも 石井住民センター
（二本松市）

不要 無料 福島県老人クラブ連合
会
024-523-2131

県北 12/21(土）
10:00～10:30

クリスマス ミニハンドベルコン
サート

郡山女子大学短期大学部ハンドベルチームによるハンドベルによる
クリスマスソングなどの演奏会です。

どなたでも えぽか　イベント交流広
場
（本宮市）

不要 無料 本宮市　えぽか
0243-63-2780

県北 12/22（日）
14:00～15:30

みつろうキャンドル作り 「みつろう」を使った世界に一つだけのキャンドルを作りましょう。「み
つろう」とは、ミツバチが花の蜜を材料に、体の中で作り出した蝋のこ
とです。

どなたでも ふくしま県民の森フォレ
ストパークあだたら
（大玉村）

必要
定員10名

1人500円 ふくしま県民の森フォレ
ストパークあだたら
0243-48-2040

県中 毎日（休館日を除く）平日
（1）10:30～10：50（2）13:00
～13:20土・日・祝（1）10:30
～10:50（2）13:00～13:20
（3）16:00～16:20

サイエンスショー（10月）
「風船で大実験」

科学に関する面白い実験ショーを行います。キャー割れる！伸ばし
て、縮めて、ふくらませて、ゴム風船でおもしろ実験。

どなたでも 郡山市ふれあい科学館
展示ゾーン
（郡山市）

不要 展示ゾーン利
用料金

郡山市ふれあい科学館
スペースパーク
024-936-0201

県中 毎日(休館日を除く）
（1）11:30～11:50
(2)14:30～14:50

サイエンススタジオ（10月）
「重い物もかるがると!?てこの
ひみつ」

科学に関する面白い実験にみなさんも参加できます。いすに座っ
て、じっくりと実験をお楽しみください。

どなたでも 郡山市ふれあい科学館
展示ゾーン
（郡山市）

不要
定員30人程度

展示ゾーン利
用料金

郡山市ふれあい科学館
スペースパーク
024-936-0201

県中 平日　月曜日～金曜日
14:00～16:00

おてんとさま プリムラ保育園の園庭と遊戯室を開放いたします。お家の方と楽しく
遊べます。

就学前の親子 プリムラ保育園
（須賀川市）

必要 無料 子育て支援センター　に
こにこひろば
0248-76-4218

県中 平日　月曜日～金曜日
9:00～11:00

ほっとタイム 親子でスケジュールに沿って、園内で遊ぶことができます。水曜日は
おやつ作りを楽しめます。そよかぜのお部屋だけではなく、天候に
よっては、園庭でも遊べます。

就学・就園前の親子
就園前の児童と保護
者の方

プリムラ保育園
（須賀川市）

必要 100円 子育て支援センター　に
こにこひろば
0248-76-4218

県中 土曜・日曜・祝日開催
（1）12：30～12：45
（2）15：30～15：45

ロボットショー ロボット犬「アイボ」と、二足歩行ロボット「ロボビー」を使った楽しい
ショーです。ロボットたちと楽しく遊ぼう！

どなたでも 郡山市ふれあい科学館
展示ゾーン
（郡山市）

不要 展示ゾーン利
用料金

郡山市ふれあい科学館
スペースパーク
024-936-0201

県中 土曜・日曜・祝日
11:00～、14:00～

宇宙劇場キッズアワー
あきの星さがし

秋の夜空に輝く星をたどって、星座を見つけてみましょう。そして、秋
は流れ星が多い時季です。流れ星にお願いごとも伝えてみましょう。

どなたでも 郡山市ふれあい科学館
展示ゾーン
（郡山市）

必要
定員220名

宇宙劇場利
用料金

郡山市ふれあい科学館
スペースパーク
024-936-0201

県中 10/1（火）、8(火）、15
（火）、22（火）、11/12
（火）、19（火）、12/3（火）、
10（火）、17（火）
9:00～11:00

まーるであそぼう 子育てについて心配なこと、気になっていることなどを誰かに相談出
来たらいいなと思うことはありませんか？臨床心理士さんに相談で
きる「まーる」を開いています。お子さんを遊ばせながら、グループ
ミーティング。個別相談も受け付けています。

子育てをしている
方、相談のある方

プリムラ保育園
（須賀川市）

必要 100円 子育て支援センター　に
こにこひろば
0248-76-4218

県中 10/5(土）・10/19（土）・
10/26（土）
13：30～14：20

デジタルスタジオ（10月）
「トートバック作り」

パソコンを使ってイラストを作成したり、自分の顔写真を加工してス
テキな作品をつくります。バックの透明なポケットにパソコンで作った
顔写真入りカードを入れて世界に1つだけのトートバックをつくりま
しょう！完成した作品は、印刷してお持ち帰り頂けます。初心者の方
でも簡単に作れます。

どなたでも 郡山市ふれあい科学館
展示ゾーン
（郡山市）

当日の13：20よ
り、整理券を配
布（先着16名）

展示ゾーン利
用料金

郡山市ふれあい科学館
スペースパーク
024-936-0201
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県中 10/5（土）
10:00～11:30

アロマ講座
若返りジェル作り

アロマの香りに癒されながら、お肌にやさしいジェル作りをしません
か。ご自分に合った香りが見つけられます。

どなたでも プリムラ保育園
（須賀川市）

必要 2,500円 子育て支援センター　に
こにこひろば
0248-76-4218

県中 10/5（土）・10/6（日）
①11:00～11:50
②13:00～13:50
③14:40～15:30

工作プログラム
「おりがみ遊び」

動くおりがみを折ります。一枚の紙から形づくられる面白さを感じて
みましょう。

小学校低学年児童
以上向き

ムシテックワールド
（須賀川市）

必要
定員40人程度

入館料 ムシテックワールド
0248-89-1120

県中 10/5（土）・10/6（日）
9:30～10:10、11:00～
11:50、
13:00～13:50、14:40～
16:00

工作プログラム
「輪っか飛行機」

大きさの違う紙の輪っかをストローに貼りつけ、飛行機をつくります、 どなたでも ムシテックワールド
（須賀川市）

不要 入館料 ムシテックワールド
0248-89-1120

県中 10/5（土）・10/6（日）
①11:00～11:50
②13:00～13:50
③14:40～15:30

実験プログラム
「菜種油しぼり」

手動の搾油機（油をしぼる機械）で、菜種とゴマをしぼりくらべ、し
ぼった油でプチドーナツとポップコーンを作ります。

小学校中学年児童
以上向き

ムシテックワールド
（須賀川市）

必要
定員8組

入館料 ムシテックワールド
0248-89-1120

県中 10/5（土）・10/6（日）
9:30～10:10、11:00～
11:50、
13:00～13:50、14:40～
16:00

実験プログラム
「かたくにゃ～る」

片栗粉と水をまぜて、握るとかたくなり、手を離すとやわらかくなる、
不思議なおもちゃを作ります。

どなたでも ムシテックワールド
（須賀川市）

不要 入館料 ムシテックワールド
0248-89-1120

県中 10/5（土）・10/6（日）
10:00～15:30
※雤天時
①10:20～11:50②14:00～
15:30

自然体験プログラム
「秘密基地つくり」
※雤天時
「ルームプレート作り」

ムシテックワールド・エコハウス周辺で、いろいろな材料を使って秘密基地を
つくります。（野外での活動に適した服装でお願いします。また、昼食・飲み
物をご用意ください。
※雤天時代替プログラム（木の実などの自然素材を使って、ルームプレート
を作ります。）

未就学児以上向き
※雤天時：幼児～一
般

ムシテックワールド
（須賀川市）

ルームプレート
のみ空あり。
お問合せ下さ
い。

ルームプレー
ト作り1個100
円

ムシテックワールド
0248-89-1120

県中 10/6（日）・10/20（日）・
10/27（日）
13：30～14：10

サイエンス広場（10月）
「飛ばして遊ぼう」

かんたんにできる科学工作を体験できます。
作って飛ばしてみよう！！できあがった作品は持ち帰ることができま
すので、ぜひご参加ください。

どなたでも 郡山市ふれあい科学館
展示ゾーン
（郡山市）

当日の13：20より
整理券配布（先
着30名）

展示ゾーン利
用料金

郡山市ふれあい科学館
スペースパーク
024-936-0201

県中 10/10（木）、11/7（木）、
12/5（木）
9:30～11:00

ベビーマッサージ
（1ヶ月～たっちができるまで）

赤ちゃんと楽しみながらのベビーマッサージ。より絆が深まり、毎日
のコミュニケーション手段としても役立ちます。先生のお話しは、これ
から先の子育てに役立つことが多いようです。

生後1ヶ月からたっち
ができるお子様と保
護者の方

プリムラ保育園
（須賀川市）

必要 800円 子育て支援センター　に
こにこひろば
0248-76-4218

県中 10/12（土）
18：00～19：00

観望会 どんな方でも手軽に天体観望が楽しめます。一緒に天体望遠鏡で、
天体観望をしてみませんか？
※「日時」「場所」「観望天体」は、変更になる場合があります。

どなたでも 郡山市ふれあい科学館
展示ゾーン
（郡山市）

不要 無料 郡山市ふれあい科学館
スペースパーク
024-936-0201

県中 10/12（土）
18:30～19:30

宇宙劇場イブニングアワー
星空ライブ60～秋の星空編～

秋の星空を60分間じっくりと生解説します！また、みなさんから宇宙
に関する質問を受け付けて、その場で解説員がお答えする時間もあ
ります。
※時間の都合上、全ての質問にお答えできない場合があります。

どなたでも 郡山市ふれあい科学館
展示ゾーン
（郡山市）

必要
当日10時より発
券機にて販売
（定員220名）

宇宙劇場利
用料金

郡山市ふれあい科学館
スペースパーク
024-936-0201

県中 10/12（土）～10/14（月）
10：00～17：00
※14日は16：00まで

鉄道の日「鉄道フェスティバ
ル」

「鉄道」の日を記念して「鉄道フェスティバル」を開催します。
工作コーナー、Ｎゲージ鉄道模型の操作体験、手回しトロッコ「てト
ロ」体験コーナー、鉄道資料展示、鉄道ジオラマショーなど、さまざま
な体験ができます。

どなたでも 郡山市ふれあい科学館
展示ゾーン
（郡山市）

不要 展示ゾーン利
用料金（展望
ロビーは無
料）

郡山市ふれあい科学館
スペースパーク
024-936-0201
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地域 日時 事業名 内容 対象 会場 事前申込 参加料 問い合わせ先

県中 10/12（土）・10/13（日）
①11:00～11:50
②13:00～13:50
③14:40～15:30

工作プログラム
「万華鏡」

3枚の鏡を使い、のぞけば美しい模様が広がる万華鏡を作ります。 小学校中学年児童
以上向き

ムシテックワールド
（須賀川市）

必要
定員40人程度

入館料のほ
かに1個100
円

ムシテックワールド
0248-89-1120

県中 10/12（土）・10/13（日）
9:30～10:10、11:00～
11:50、
13:00～13:50、14:40～
16:00

工作プログラム
「ＵＦＯシューター」

紙皿で、くるくる回転しながら飛ぶ円盤のおもちゃを作ります。 どなたでも ムシテックワールド
（須賀川市）

不要 入館料 ムシテックワールド
0248-89-1120

県中 10/12（土）・10/13（日）
①10:00～12:00
②13:30～15:30

実験プログラム
「ふくしま虫の会による昆虫標
本教室」

福島虫の会会員による本格的な昆虫標本作成講座。 小学5年生以上の親
子

ムシテックワールド
（須賀川市）

必要
9/27から予約開
始
（定員各回10組）

入館料のほ
かに1組1,000
円（標本道具
代も含む）

ムシテックワールド
0248-89-1120

県中 10/12（土）・10/13（日）
9:30～10:10、11:00～
11:50、
13:00～13:50、14:40～
16:00

実験プログラム
「ザ・フリクション」

滑らなくする摩擦の力がある世界と、ツルツル滑る摩擦のない世界
を遊びながら体験します。

どなたでも ムシテックワールド
（須賀川市）

不要 入館料 ムシテックワールド
0248-89-1120

県中 10/12（土）・10/13（日）
①10:00～12：00
※野外活動は荒天時内容
を変更することがありあま
す。

自然体験プログラム
「わんぱく自然塾④」

秋の里山を散策して、秋の木々や草花の観察し、周辺の秋の木々
や草花について学びます。「秋」を食します。
※長ズボン、スニーカー着用。また、飲み物をご持参ください。雤天
時は雤具（レインコート）をご準備ください。

幼児～一般 ムシテックワールド
（須賀川市）

必要
9/27から予約開
始
（定員各回9組40
名）

入館料のほ
かに1人200
円

ムシテックワールド
0248-89-1120

県中 10/18（金）
10:00～15:30

平成２５年度地域子育てサ
ポートチーム養成研修
＜地区別研修B県中＞

地域の子育て・家庭教育支援に携わる人材を養成する講座を開催し
ます。
①講義：「発達障がいの理解と支援について」②実践発表：家庭教育
支援グループによる発表③講義･演習：「求められる子育て支援～子
育てサポートチームに期待すること～」

子育て・家庭教育に
携わる方
子育て・家庭教育に
関心のある方

郡山市労働福祉会館
（郡山市）

必要 無料 県中教育事務所
024-935-1483

県中 10/19（土）
18:30～19:30

宇宙劇場イブニングアワー
Planetarium 90 years　～プラ
ネタリウム誕生90周年～

今年はプラネタリウムが誕生して90年という記念の年です。地上に
星空を造り出し、天体の運行を正確に再現するプラネタリウムの機
能と魅力をじっくりご紹介します。

どなたでも 郡山市ふれあい科学館
展示ゾーン
（郡山市）

必要
当日10時より発
券機にて販売
（定員220名）

宇宙劇場利
用料金

郡山市ふれあい科学館
スペースパーク
024-936-0201

県中 10/19（土）・10/20（日）
①11:00～11:50
②13:00～13:50
③14:40～15:30

工作プログラム
ＮＥＷ「ぶるぶる　おさんぽ」

偏心モーターで、ぶるぶると動き回る面白いおもちゃを作ります。 小学校中学年児童
以上向き

ムシテックワールド
（須賀川市）

必要
9/27から予約開
始
（定員40人程度）

入館料のほ
か1個300円

ムシテックワールド
0248-89-1120

県中 10/19（土）・10/20（日）
9:30～10:10、11:00～
11:50、
13:00～13:50、14:40～
16:00

工作プログラム
「ハッピーハロウィン」

ハロウィンのお面をつくります。 どなたでも ムシテックワールド
（須賀川市）

不要 入館料 ムシテックワールド
0248-89-1120

県中 10/19（土）・10/20（日）
①11:00～11:50
②13:00～13:50
③14:40～15:30

実験プログラム
「マドラーつくり」

ガラス管の中にきれいなビーズを入れて、オリジナルのマドラーを作
ります。

小学校低学年児童
以上向き

ムシテックワールド
（須賀川市）

必要
9/27から予約開
始
（定員10人程度）

入館料のほ
か1本100円

ムシテックワールド
0248-89-1120

県中 10/19（土）・10/20（日）
9:30～10:10、11:00～
11:50、
13:00～13:50、14:40～
16:00

実験プログラム
「小麦ねんど」

小麦粉に食塩で色をつけて、尐しの水と油、それに塩を加えて、安
全でやわらかいねんどを作ります。

どなたでも ムシテックワールド
（須賀川市）

不要 入館料 ムシテックワールド
0248-89-1120
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地域 日時 事業名 内容 対象 会場 事前申込 参加料 問い合わせ先

県中 10/19（土）・10/20（日）
①10：20～11：50
②14:00～15:30

自然体験プログラム
「森で遊ぼう」

どてのぼりやロープわたり、丸太わたりなどをして自然の中で遊びま
す。
※雤天時まゆキャラ1体
※野外活動に適した服装

未就学児以上向き ムシテックワールド
（須賀川市）

必要
9/27から予約開
始
（定員9組程度）

入館料 ムシテックワールド
0248-89-1120

県中 10/24（木）
9:30～11:00

ベビーマッサージ 手遊びやわらべ歌、チャイルドヨガを楽しみながらマッサージをしま
す。マッサージのふれあいはお子さんだけでなく、ママも癒されま
す。

たっち～就園・就園
前のお子様と保護者

プリムラ保育園　そよか
ぜの部屋
（須賀川市）

必要 800円 子育て支援センター　に
こにこひろば
0248-76-4218

県中 10/24（木）
9:30～11:00

みんなのあそびば
in 仁井田児童クラブ館

広いスペースの仁井田児童クラブ館でおもいっきり体を動かして遊
べます。

就学・就園前の親子 仁井田児童クラブ館
（須賀川市）

必要 無料 子育て支援センター　に
こにこひろば
0248-76-4218

県中 10/24（木）
15:00～16:00

仮設住宅における寺子屋 地域コミュニティの構築と被災者の心身の健康を図ることを目的に、
子どもから高齢者まで、地域の方々が交流できる事業を行います。

どなたでも おだがいさまセンター
（郡山市）

不要 無料 福島県老人クラブ連合
会
024-523-2131

県中 10/26（土）・10/27（日）
9:30～16:30

ムシテック祭り！2013 作って・食べて・遊ぼう！いちにちたっぷりサイエンス！
エコバック作り、スライム作り、いろいろな生き物コーナー、コロコロ
足あと！？菜の花カップケーキ、おいしい屋台、その他いろいろあり
ます！！とくかくお得な2日間！！

どなたでも ムシテックワールド
（須賀川市）

不要 無料 ムシテックワールド
0248-89-1120

県中 10/28（月）
9:00～11:00

わらべうたであそぼう
～秋バージョン～

秋にぴったりのわらべうたをお子さんと一緒に楽しめます。体を使っ
た遊びや簡単なわらべうたもありますので、お家でも楽しめます。

就学・就園前の親子 プリムラ保育園
（須賀川市）

必要 300円 子育て支援センター　に
こにこひろば
0248-76-4218

県中 11/1（金）
9:30～11:00

にこにこひろばのお誕生会 お子様の誕生と成長をみんなでお祝いします。おやつを食べて、楽
しい時間を過ごします。

就学・就園前の親子 プリムラ保育園　そよか
ぜの部屋
（須賀川市）

必要 300円 子育て支援センター　に
こにこひろば
0248-76-4218

県中 11/11（月）
9:00～11:00

ラ・ポムさんのお話し会 絵本の読み聞かせ、わらべ歌などで楽しい時間を皆で過ごします。 就園・就学前の親子 プリムラ保育園　そよか
ぜの部屋
（須賀川市）

必要 100円 子育て支援センター　に
こにこひろば
0248-76-4218

県中 11/30（土）
10:00～15:00

赤木っ子フェスティバル チームキビタンのステージのほかバザー模擬店を開催する。 子育て中の方 赤木小学校体育館、教
室
（郡山市）

不要 無料 赤木小学校PTA
090-3642-7591

県中 11/30（土）、12/14（土）
9:30～11:30

須永さん健康講座 お子様のちょっとした症状に食べ物の取り方を工夫して、免疫力アッ
プ。「おいしく・楽しく・心地よく」そんな毎日を過ごす為に見方を尐し
変えただけで元気な体になるってすごいと思いませんか？！
楽しいお話しの中から生活のヒントを見つけてみましょう。

どなたでも プリムラ保育園　そよか
ぜの部屋
（須賀川市）

必要 300円 子育て支援センター　に
こにこひろば
0248-76-4218

県中 12/7（土）、12/8（日） セカンドステップ郡山研修会 キレない子どもを育む教育プログラム「セカンドステップ」を子ども達
に教える実践者を育成するための研修会を福島県郡山市で開催し
ます。2日間の研修の後、教材を購入していただければ、子ども達に
セカンドステップを教えることができます。

保育士、教師、福祉
施設の職員、保護者

郡中ビルディング
（郡山市）

必要 34,400円 特定非営利活動法人
日本こどものための委
員会
03-5329-1461
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地域 日時 事業名 内容 対象 会場 事前申込 参加料 問い合わせ先

県中 12/13（金）
10:00～11:00

にこにこクリスマス会 「にこにこひろば」にもサンタさんがやってくるかも！？
ファンタジックなひとときをお楽しみください。

就学・就園前の親子 プリムラ保育園　そよか
ぜの部屋
（須賀川市）

必要 300円 子育て支援センター　に
こにこひろば
0248-76-4218

県南 10/4（金）
10:00～15:30

平成25年度地域子育てサポー
トチーム養成研修
＜地区別研修B県南＞

地域の子育て・家庭教育支援に携わる人材を養成する講座を開催し
ます。
①講義：「発達障がいの理解と支援について」②実践発表：家庭教育
支援グループによる発表③講義･演習：「求められる子育て支援～子
育てサポートチームに期待すること～」

子育て・家庭教育に
携わる方
子育て・家庭教育に
関心のある方

棚倉町文化センター
（棚倉町）

必要 無料 県南教育事務所
0248-23-1666

県南 10/5（土） むかしの料理をつくろう 古代の料理を再現します。 小学生以上
（小学3年生以下は
保護者の付き添いが
必要です）

福島県文化財センター
白河館（まほろん）
（白河市）

必要
10/1募集締切
（募集人数16名）

500円 福島県文化財センター
白河館（まほろん）
0248-21-0700

県南 10/19（土） 古代の竹笛をつくろう 篠竹で横笛をつくります。 小学生以上
（小学3年生以下は
保護者の付き添いが
必要です）

福島県文化財センター
白河館（まほろん）
（白河市）

必要
10/14募集締切
（募集人数16名）

500円 福島県文化財センター
白河館（まほろん）
0248-21-0700

県南 10/19（土）、12/14（土） まほろん森の塾 春～秋を通して、原始・古代の衣・食・住をたのしく体験します。 小学4年生～中学3
年生

福島県文化財センター
白河館（まほろん）
（白河市）

必要
（募集人数15名）

1,000円 福島県文化財センター
白河館（まほろん）
0248-21-0700

県南 11/4（月） まほろん秋まつり 秋にちなんだ楽しい体験メニューがいっぱい。 どなたでも
（小学3年生以下は
保護者の付き添いが
必要です）

福島県文化財センター
白河館（まほろん）
（白河市）

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

県南 ①11/9（土）
②12/14（土）

土器づくり初級編Ⅱ①・② ①土器づくりに挑戦します。
②11月につくった土器を野焼きします。

小学生以上
（小学3年生以下は
保護者の付き添いが
必要です）

福島県文化財センター
白河館（まほろん）
（白河市）

必要
11/6募集締切
（募集人数16名）

120円 福島県文化財センター
白河館（まほろん）
0248-21-0700

県南 11/22（金）
10:30～11:30

秋の特別子育て講座
～親子で交通安全教室～

矢祭駐在所の方を講師に、交通安全のお話を聞いたり、実際に親子
で横断歩道を渡ったりして、交通安全についての意識を高めてもら
いたいと思います。

子育てしているお母
さんやおばあちゃん
とそのお子さん、お
孫さん

矢祭町山村開発セン
ター
（矢祭町）

必要 無料 子育てつどいの広場「カ
ンガルーくらぶ」
0247-46-2097

県南 11/23（土） ひょうたんから容器をつくろう ひょうたんで飾り物の容器をつくります。 小学生以上
（小学3年生以下は
保護者の付き添いが
必要です）

福島県文化財センター
白河館（まほろん）
（白河市）

必要
11/19募集締切
（募集人数20名）

100円 福島県文化財センター
白河館（まほろん）
0248-21-0700

県南 12/1（日） まほろんもちつき大会 竪杵と横杵などで餅をつきます。 どなたでも
（小学3年生以下は
保護者の付き添いが
必要です）

福島県文化財センター
白河館（まほろん）
（白河市）

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

県南 12/7（土）
10:00～15:00

古代の印章づくり 石に彫刻して、自分だけの印章をつくります。 小学生以上
（小学3年生以下は
保護者の付き添いが
必要です）

福島県文化財センター
白河館（まほろん）
（白河市）

必要
12/3募集締切
（募集人数16名）

400円 福島県文化財センター
白河館（まほろん）
0248-21-0700
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県南 12/21（土） 家族で門松をつくろう お正月飾りの門松をつくります。 小学生以上
（小学3年生以下は
保護者の付き添いが
必要です）

福島県文化財センター
白河館（まほろん）
（白河市）

必要
12/13募集締切
（募集組数　家族
10組）

600円 福島県文化財センター
白河館（まほろん）
0248-21-0700

会津 毎週金曜日、第1・3火曜
日
9:30～11:30

喜多方市おもちゃ図書館 大型遊具を使っての遊びや、読み聞かせを行っています。未就学児
童の健全育成と保護者同士の交流の場を提供する事業として、おも
ちゃ等を整備しました。季節ごとのイベントも開催していますので、ど
うぞお気軽に遊びに来てください。

未就学児童及び保
護者

喜多方市総合福祉セン
ター　多目的ホール
（喜多方市）

不要 無料 社会福法人　喜多方市
社会福祉協議会
0241-23-3231

会津 毎月第2火曜日
9:30～11:30

おもちゃ図書館 大型遊具を使っての遊び。未就学児童の健全育成と保護者同士の
交流の場を提供する事業として、おもちゃ等を整備しました。
10月　お月見団子作り、12月　クリスマス会、3月　もちつきを予定し
ます。

未就学児童及び保
護者

保健福祉センター「夢の
森」検診ホール
（喜多方市）

不要 無料 社会福祉法人　喜多方
市社会福祉協議会　熱
塩加納支所
0241-36-3112

会津 10/1～12/31 あそびむしランド 毎週木曜日に活動を行っています。（散歩、3B体操、手作りおも
ちゃ、クリスマス会など）
毎週第2木曜日にクッキングを行っています。

0歳～就学前 若松第三保育園
（会津若松市）
※クッキングは、会津ガ
スショールーム（会津若
松市）で行っている

必要
（活動内容によ
る）

無料 若松第三保育園
0242-27-1479

会津 10/3（木）、10/23（水） 小児慢性特定疾患治療研究
事業交流相談会
(Ⅰ型糖尿病)

Ⅰ型糖尿病で小児慢性特定疾患治療研究事業を申請している保護
者等を対象に指導・相談・助言の場を提供し、長期療養児の日常生
活における健康の保持増進の向上が図れるよう支援する。

保護者、児等 10/3福島県会津若松合同
庁舎別館2F（会津若松市）
10/23会津保健福祉事務
所会議室（会津若松市）

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

会津 10/4（金）
11/8（金）
12/13（金）
9:30～11:00

赤ちゃんゆうゆう相談日 身体計測の他、専門職による育児・栄養・歯科相談を開催します。 乳幼児と保護者 10/4、12/13　河東保健
センター（会津若松市）
11/8　北会津保健セン
ター（会津若松市）

不要 無料 会津若松市健康増進課
0242-39-1245

会津 10/6（日）
13:00～13:50

仮設住宅における寺子屋 地域コミュニティの構築と被災者の心身の健康を図ることを目的に、
子どもから高齢者まで、地域の方々が交流できる事業を行います。

どなたでも 西会津町さゆり公園
（雤天時：体育館）

不要 無料 福島県老人クラブ連合
会
024-523-2131

会津 10/9（水） 小児慢性特定疾患治療研究
事業交流相談会
(成長ホルモン分泌不全性低
身長症)

成長ホルモン分泌不全性低身長症で小児慢性特定疾患治療研究
事業を申請している保護者等を対象に指導・相談・助言の場を提供
し、長期療養児の日常生活における健康の保持増進の向上が図れ
るよう支援する。

保護者、児等 会津保健福祉事務所会
議室
（会津若松市）

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

会津 10/10（木）
10:30～11:30

ベビーマッサージ 助産師さんを囲み、ベビーマッサージや発育相談などを行います。 0歳児・保護者、祖父
母、妊婦

どんぐり山保育園
（会津若松市）

必要 無料 どんぐり山保育園
0242-28-0772

会津 10/12（土）　8:30～16:30
10/13（日)　13:30～15:30

「化石をさがそう」
「化石標本をつくろう」

1日目は野外で化石採集を行います。2日目は、取ってきた化石をク
リーニングし、標本にします。

小学校4年生以上。3
年生以下は保護者
同伴。学齢前のお子
様はご遠慮ください。

1日目：東白川郡塙町
2日目：県立博物館実習
室（会津若松市）

必要
定員40名

100円 福島県立博物館
TEL 0242-28-6000
FAX 0242-28-5986

会津 10/18（金）
10:00～11:30

子育て講座「離乳食」 子どもが喜ぶ離乳食とは？保育園の試食を交えながら、一緒に学
び合います。

0・1歳の親子、祖父
母、妊婦の方も可

南町保育園地域子育て
支援センター
（会津若松市）

必要 100円 南町保育園
0242-27-1965
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地域 日時 事業名 内容 対象 会場 事前申込 参加料 問い合わせ先

会津 10/22（火）、11/19（火）
10:30～14:00

ベビーマッサージ＆ランチ 「赤ちゃんを感じてみよう」
ベビーマッサージをしたあと、お母さんも癒されるようそのままランチ
をいただきます。日頃の疑問や心配事など子育てママたちとの交流
もできます。

子育てママと3か月
からハイハイまでの
赤ちゃん

コミュニティ結.Com
（会津若松市）

必要 2,000円
（ランチ付）

コミュニティ結.Com
0242-85-8444

会津 10/28（月）、11/20（水）
10:30～12:00

ベビーマッサージ＆ベビース
キンケア

「赤ちゃんの肌を守れるのはママだけ」
ベビーマッサージとデリケートな赤ちゃんの肌をケアする方法を学び
ます。

子育てママと4か月
からハイハイまでの
赤ちゃん

コミュニティ結.Com
（会津若松市）

必要 1,500円 コミュニティ結.Com
0242-85-8444

会津 11/8（金） ついんずクラブ
（多胎児を持つ親等の交流会）

多胎児を持つ親等の交流会を行うことにより、育児の困難さを互い
に分かち合いながら、育児技術の伝授等を行う機会を設け、養育者
の育児負担を軽減し、その孤立を防げるよう支援する。

保護者、児等 会津若松市保健セン
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

会津 11/14（木）
9:20～10:20

人形劇「ねずみの嫁入り」 「劇団すぎのこ」によります、人形劇「ねずみの嫁入り」を行います。 2歳児以上 すくすく園　ホール
（会津若松市）

必要 無料 すくすく園子育て支援セ
ンター
0242-28-4131

会津 11/14（木）
10:00～12:00

きなこあめ作り 伝統行事である七五三の由来について話を聞きます。その後、親子
できなこあめを作り、一緒に味わいます。

0歳～就園前のお子
さんとその保護者

東町のびやか保育園
子育て支援センター「に
じ」
（喜多方市）

不要 無料 東町のびやか保育園
0241-21-1303

会津 11/18（月）
9:30～12:00

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

2歳～就園前のお子
さんとその保護者

東町のびやか保育園
子育て支援センター「に
じ」
（喜多方市）

不要 無料 東町のびやか保育園
0241-21-1303

会津 11/20（水）
9:30～12:00

のびのび赤ちゃん広場 身体測定を行い、看護師によるその時季に子どもがかかりやすい病
気の話を聞きます。その後、健康相談も行います。

0歳～1歳のお子さん
とその保護者

東町のびやか保育園
子育て支援センター「に
じ」
（喜多方市）

不要 無料 東町のびやか保育園
0241-21-1303

会津 11/21（木）
10:30～12:00

保健師による子育て講座と相
談会

子どもの発育や育児不安について、保健師を招いて話を聞き、その
後個別相談を行います。

0歳～就園前のお子
さんとその保護者

東町のびやか保育園
子育て支援センター「に
じ」
（喜多方市）

不要 無料 東町のびやか保育園
0241-21-1303

会津 11/27（水） 身体障がい児療育相談
(点頭てんかん等身体障害児)

心身に障がいを持つ乳幼児、児童及び家族に対して、専門スタッフ
による医療、療養相談等を実施し、乳幼児、児童及び家族が健康状
態に応じた適切な療育生活ができるよう支援する。

保護者、児等 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

会津 11/27（水） 長期療養児相談会
(点頭てんかん等身体障害児)

長期にわたる療養を必要とする児とその家族のみならず、日常生活
で接することの多い保育士等が、疾患について正しい知識を得るこ
とにより不安が軽減され適切な対処ができるように支援する。

保護者、児等 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

南会津 11/23(土)
9:00～正午

おやこでパワーＵＰ！ ①親子一緒の運動プログラム
②-1保護者向けセミナーと子育てしゃべり場
②-2保護者向けプログラムの間に、子ども向け運動プログラム
楽しく体を動かしながら親子で楽しめるイベントを開催します。

町内小学生とその保
護者

下郷町コミュニティセン
ター
（下郷町）

必要 保険料100円 下郷町教育委員会社会
教育係(下郷町青尐年育
成町民会議)
0241-69-1168
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地域 日時 事業名 内容 対象 会場 事前申込 参加料 問い合わせ先

相双 10/11（金） ちびっこ広場 公園で遊びましょう（親子一緒に公園で遊ぶ。） 未就学児童の親子 原町子育て支援セン
ター
（南相馬市）

必要 無料 南相馬市立原町子育て
支援センター
0244-24-4558

相双 10/20（日）、11/17（日）
13:00～16:00

かえっこ×コソダテ
もとまつりキッズサークル

もとまつりキッズサークルは、じっくり取り組むことができる参加・体験型の
ワークショップを通して子どもたちに新たな｢発見｣ と ｢学び｣ の機会を提供
するとともに､「子育てと食」に関するユニークな講座を行うことによって保護
者との交流を図り、子どもたちを地域全体で支え、子どもたちがいきいきと
健やかに育つことができる環境づくりを目的として実施します。

小学生・未就学児及
び保護者ほか

南相馬市文化会館ギャ
ラリー
（南相馬市）

不要 無料 もとまつりまちづくりラボ
0244-23-2881

相双 10/22（火）
10:30～11:00

仮設住宅における寺子屋 地域コミュニティの構築と被災者の心身の健康を図ることを目的に、
子どもから高齢者まで、地域の方々が交流できる事業を行います。

どなたでも 広野町保健センター 不要 無料 福島県老人クラブ連合
会
024-523-2131

相双 10/23（水） にこにこ広場 新聞紙で遊びましょう（親子で新聞紙を使って遊ぶ。） 未就学児童の親子 万葉ふれあいセンター
（南相馬市）

必要 無料 南相馬市立原町子育て
支援センター
0244-24-4558

相双 10/24（木）
10:00～15:30

平成２５年度地域子育てサ
ポートチーム養成研修
＜地区別研修B相双＞

地域の子育て・家庭教育支援に携わる人材を養成する講座を開催し
ます。
①講義：「発達障がいの理解と支援について」②実践発表：家庭教育
支援グループによる発表③講義･演習：「求められる子育て支援～子
育てサポートチームに期待すること～」

子育て・家庭教育に
携わる方
子育て・家庭教育に
関心のある方

鹿島農村環境改善セン
ター
（南相馬市）

必要 無料 相双教育事務所
0244-26-1313

相双 10/27（日）
10:00～12:00

みんなで子育てわいわいショッ
プ

毎年11月の福島県子育て習慣に合わせて、子育てを応援するイベ
ント「みんなで子育てわいわいショップ」を開催します。

未就学児童、保護者 相馬市総合福祉セン
ター
（相馬市）

不要 なし 0244-37-2204

相双 11/6～13
（ただし、午前中は幼稚
園、保育所などの団体の
み）

「赤十字すまいるぱーく」 昨年度に引き続き、幼児に屋内での安全で安心な遊び場を提供を
図り、精神的ストレスの解消と運動能力向上の一助とする。

未就学児童、保護者 スポーツアリーナそうま
（相馬市）

なし なし 日本赤十字社福島県支
部
024-545-7997

相双 11/7（木） ちびっこ広場 みんなで運動遊びを楽しもう（親子で体操やリズム遊びを楽しむ。） 未就学児童の親子 原町子育て支援セン
ター
（南相馬市）

必要 無料 南相馬市立原町子育て
支援センター
0244-24-4558

相双 11/13（水）
10:00～11:00

仮設住宅における寺子屋 地域コミュニティの構築と被災者の心身の健康を図ることを目的に、
子どもから高齢者まで、地域の方々が交流できる事業を行います。

どなたでも かわうち保育園
（川内村）

不要 無料 福島県老人クラブ連合
会
024-523-2131

相双 11/15（金） にこにこ広場 おもちゃを作りましょう（親子でおもちゃを作って遊ぶ。） 未就学児童の親子 ひばり生涯学習センター
（南相馬市）

必要 無料 南相馬市立原町子育て
支援センター
0244-24-4558

相双 11/22（金）
10:00～11:00

仮設住宅における寺子屋 地域コミュニティの構築と被災者の心身の健康を図ることを目的に、
子どもから高齢者まで、地域の方々が交流できる事業を行います。

どなたでも 広野幼稚園
（広野町）

不要 無料 福島県老人クラブ連合
会
024-523-2131
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地域 日時 事業名 内容 対象 会場 事前申込 参加料 問い合わせ先

相双 12/11（水） にこにこ広場 クリスマスの飾りを作りましょう（親子でクリスマスの飾りを作って楽し
む。）

未就学児童の親子 ひがし生涯学習センター
（南相馬市）

必要 無料 南相馬市立原町子育て
支援センター
0244-24-4558

相双 12/15（日）
13:00～16:00

かえっこ×コソダテ
もとまつりかえっこバザール

この事業は、美術家の藤浩志氏が考案した子どもたちのための遊びの仕組
みで、誰でも楽しく参加できるプログラムを備えた「かえっこ」の開催を通じ
て、子どもたちに驚きと喜び、発見と学びの場を提供するとともに、地域の
様々な世代の人々と子育て中の家族が交流したり、子育て世代や家族同
士が支えあう仕組みづくりを目指します。

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
（南相馬市）

不要 無料 もとまつりまちづくりラボ
0244-23-2881

相双 12/20（金） ちびっこ広場 クリスマス会サンタさんくるかな～ 未就学児童の親子 原町子育て支援セン
ター
（南相馬市）

必要 無料 南相馬市立原町子育て
支援センター
0244-24-4558

いわき 10月～1月
第2・4木曜日
10:00～11:30

なかよしキッズたんぽぽ組
（市民講座）

季節感を取り入れ、歌や手遊び、絵本の読み聞かせや工作の他、
昔遊びやリトミック等を行います。

1歳半～未就園児と
その保護者

いわき市立神谷公民館
(いわき市）

必要
（往復はがきに必
要事頄を記載し、
公民館まで郵送）
※9/13 当日消印

1,000円 いわき市立神谷公民館
0246-34-3030

いわき 10月～12月
第2･4水曜日
10:00～12:00

市民講座「ちびっこ学級」 リズムあそびやうた、季節の行事を通じて、親子で仲良く遊ぶ。子育
てに関する情報交換や交流の場として活用していただく。

2～4歳児とその母親 いわき市立好間公民館
2階　講堂
（いわき市）

9/11（水）から好
間公民館にて受
付開始
9/12からは電話
受付可

1,000円
（教材費・保
険料）

いわき市立好間公民館
0246-36-2050

いわき 各幼稚園の実施時間 いわき市立幼稚園　“みゅう広
場”

　入園前のお子様とその保護者が、在園児とともに幼稚園で遊べる
場を設ける

入園前のお子様とそ
の保護者

いわき市立幼稚園18園
（いわき市）

実施日に変更があ
る場合があります
ので、事前に各幼
稚園に電話でお確
かめください。

なし いわき市立幼稚園18園

いわき 10/4（金）
9:30～

妊産婦健康教室
①よいお産の楽講

健康な妊娠生活を送るコツやお産の話を聞きに来ませんか？妊婦さ
ん同士の情報交換もできます。

妊婦とその家族また
はサポーター

NPOこみゅーん事業所
（いわき市）

必要
開催日1ヶ月前
から3日前まで

妊産婦健康
教室①～⑤を
受講して5,000
円

ＮＰＯこみゅーん事務局
0246-23-3303

いわき 10/4（金）
11:00～

妊産婦健康教室
②母乳の楽講

あかちゃんにおっぱいをあげるのが楽しみになるお話です。 妊婦とその家族また
はサポーター

NPOこみゅーん事業所
（いわき市）

必要
開催日1ヶ月前
から3日前まで

妊産婦健康
教室①～⑤を
受講して5,000
円

ＮＰＯこみゅーん事務局
0246-23-3303

いわき 10/18（金）
9:30～

妊産婦健康教室
③骨盤のセルフケア

骨盤のゆがみをチェックしてメンテナンス方法を学びましょう。 妊婦とその家族また
はサポーター

NPOこみゅーん事業所
（いわき市）

必要
開催日1ヶ月前
から3日前まで

妊産婦健康
教室①～⑤を
受講して5,000
円

ＮＰＯこみゅーん事務局
0246-23-3303

いわき 10/18（金）
10:30～

妊産婦健康教室
④マタニティクッキングサロン

栄養士の先生と妊娠中の栄養について学び、昼食を作ります。 妊婦とその家族また
はサポーター

NPOこみゅーん事業所
（いわき市）

必要
開催日1ヶ月前
から3日前まで

妊産婦健康
教室①～⑤を
受講して5,000
円

ＮＰＯこみゅーん事務局
0246-23-3303

いわき 10/16（水）・10/23（水）
13:30～14:45

妊産婦健康教室
⑤マタニティ体操YOGA

ウォーミングアップのあと、深い呼吸でストレッチ、お産に役立つ呼
吸法、瞑想を通して、心や身体を解きほぐしていきましょう。

妊娠13週～出産まで NOBUマタニティクリニッ
ク　多目的ホール
（いわき市）

必要
開催日1ヶ月前
から3日前まで

妊産婦健康
教室①～⑤を
受講して5,000
円

ＮＰＯこみゅーん事務局
0246-23-3303
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地域 日時 事業名 内容 対象 会場 事前申込 参加料 問い合わせ先

いわき 10/2（水）・10/23（水）
10:00～11:30

こみゅーんクラブ
ハンドメイド

赤ちゃんに関するもの（スタイやおもちゃ、布絵本など）を作ります。
作るものによって、1回で完成するもの、数回で完成するものいろい
ろあります。初心者の方も、簡単なものから楽しみながら作成できま
す。

子育て中の方 NPOこみゅーん事業所
（いわき市）

必要
開催日1ヶ月前
から3日前まで
定員6名

500円＋材料
費

ＮＰＯこみゅーん事務局
0246-23-3303

いわき 10/3（木）
10:30～11:00

仮設住宅における寺子屋 地域コミュニティの構築と被災者の心身の健康を図ることを目的に、
子どもから高齢者まで、地域の方々が交流できる事業を行います。

どなたでも いわき市常磐仮設住宅 不要 無料 福島県老人クラブ連合
会
024-523-2131

いわき 10/7（月）・10/16（水）
10:00～11:30

こみゅーんクラブ
ベビーマッサージ

赤ちゃんは、愛情で満たされることによって、生命力も高まり、心も体
も遑しく成長していきます。乳幼児期の親子の信頼関係は特に重要
で、一人の人間として育つ基盤となります。ホホバオイルを使用して
行うお子様へのマッサージは、愛情たっぷりのスキンシップで親も子
も楽しめます。オイルが肌に合うかどうかテストしてから行います。

赤ちゃんとその母親 NPOこみゅーん事業所
（いわき市）

必要
開催日1ヶ月前
から3日前まで
定員8名

500円＋オイ
ル代300円

ＮＰＯこみゅーん事務局
0246-23-3303

いわき 10/8（火）・10/30（水）
10:30～12:00

こみゅーんクラブ
母と子サロン

お友達のところや近所へ遊びに行くようなつもりでご参加いただく、
子育てママやこみゅーん助産師と交流の場です。お茶を飲みながら
気楽なおしゃべり、情報交換などして、ママと赤ちゃんのよい時間を
お過ごしください。

子育て中の方 NPOこみゅーん事業所
（いわき市）

必要
開催日1ヶ月前
から3日前まで
定員6組

500円
お茶とお菓子
付

ＮＰＯこみゅーん事務局
0246-23-3303

いわき 10/ 9（水) 10:00～12:00
11/13(水) 10:00～12:00
12/11(水) 10:00～12:00

市民講座　親子ふれあい教室 親子であそぼう！七夕、クリスマス等の年中行事や季節に合わせた
遊びやお楽しみ会等を通して、親と子のふれあい、絆をふかめる。5
月～3月の年10回実施する。
（10月ー散歩　　11月ーリズムであそぼう　　12月ークリスマスお楽し
み会）

2・3歳児とその保護
者

いわき市立植田公民館
（いわき市）

年間の活動を4
月に植田公民館
へ申し込む

無料 いわき市立植田公民館
0246-63-3467

いわき 10/10(木）・10/24（木）
10:30～11:45

こみゅーんクラブ
ママ＆ベビー体操

赤ちゃんへのタッチやマッサージで、赤ちゃんとのふれあいを楽しみ
ます。お母さんの産後の体の回復と健康増進のために有酸素運動
を中心に行います。気持ちのいい汗をかきましょう。

赤ちゃんとその母親 安盛会館
（いわき市）

必要
開催日1ヶ月前
から3日前まで
定員12組

500円 ＮＰＯこみゅーん事務局
0246-23-3303

いわき 10/11（金）、11/8（金）、
12/13（金）
11:00～11:30

紙しばい・絵本の読み聞かせ
会

時期に合わせた紙芝居や絵本、パネルシアターを行います。 幼児と保護者 いわき市生涯学習プラ
ザ
（いわき市）

不要 無料 いわき市生涯学習プラ
ザ
0246-37-8888

いわき 10/11（金）
10:00～12:00

こみゅーんクラブ
アレルギーっ子のためのおう
ちごはん

卵・牛乳・小麦・大豆などの食物アレルギーのある子のため、家庭料
理やおやつの作り方を学ぶ教室です。季節に合った3～4品の献立
を、栄養士が指導します。作りながら会話は弾み、出来上がったお
料理は昼食として試食します。参加者同士の貴重な情報交換の場、
当事者ならではの話題もできますよ。

子育て中の方 NPOこみゅーん事業所
（いわき市）

必要
開催日1ヶ月前
から3日前まで
定員5組

500円＋材料
費400円

ＮＰＯこみゅーん事務局
0246-23-3303

いわき 10/12(土）　9:30～11:30
11/ 9（土）　9:30～11:30
12/14(土）　9:30～11:30

市民講座　植田ジュニア教室 学校・学年の違った地域の仲間と毎回違った体験学習や施設見学
を通して、自主性、協調性を養う。6月～2月の年8回実施する。

（10月―リズム体操　　11月―リズム体操　　12月―スポーツ吹矢）

小学3年生～6年生 いわき市立植田公民館
（いわき市）

年間の活動を4
月に植田公民館
へ申し込む

無料 いわき市立植田公民館
0246-63-3467

いわき 10/12（土）
10:00～15:30

平成２５年度地域子育てサ
ポートチーム養成研修
＜地区別研修Bいわき＞

地域の子育て・家庭教育支援に携わる人材を養成する講座を開催し
ます。
①講義：「発達障がいの理解と支援について」②実践発表：家庭教育
支援グループによる発表③講義･演習：「求められる子育て支援～子
育てサポートチームに期待すること～」

子育て・家庭教育に
携わる方
子育て・家庭教育に
関心のある方

いわき合同庁舎南分庁
舎
（いわき市）

必要 無料 いわき教育事務所
0246-24-6144

いわき 10/17（木）
①10:00～
②11:30～

イトオテルミー 妊娠・出産により母体のホルモンや姿勢などが変化し、腰痛をはじ
め、むくみ、頭痛、何らかの不快症状を訴える方は尐なくありませ
ん。その方の状態によって効果は異なりますが、妊娠・出産・育児に
やさしい自然療法で体調を整えてみませんか？テルミ―線（もぐさを
含む生薬の線香）で身体を温めます。

女性全般 NPOこみゅーん事業所
（いわき市）

必要
個別対応
１人30分～60分

お問い合わ
せください

ＮＰＯこみゅーん事務局
0246-23-3303
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いわき 10/26（土）
10:30～12:00

パズルをつくろう 真っ白なパズルに自由に絵を書いて、世界にひとつだけのパズルを
作りましょう。

幼児と保護者 いわき市生涯学習プラ
ザ
（いわき市）

必要
募集期間
9/1（日）～9/20
（金）

無料 いわき市生涯学習プラ
ザ
0246-37-8888

いわき 11/2（土）
13:00～15:30

チャレンジ！プラザ探検隊 ものづくりや体験型ゲームなど、それぞれの施設に用意された課題
に挑戦するミステリーツアーです。

小・中学生 いわき市生涯学習プラ
ザ
（いわき市）

必要
募集期間
10/1（火）～
10/20（日）

無料 いわき市生涯学習プラ
ザ
0246-37-8888

いわき 11/2（土）
10:00～15:00

ふだん着のお茶会 敶居が高い印象のある茶会ですが、作法や服装を気にせず、ふだ
ん着で気軽にお越しください。

どなたでも いわき市生涯学習プラ
ザ
（いわき市）

不要 無料 いわき市生涯学習プラ
ザ
0246-37-8888

いわき 11/9（土）
A：10:00～12:00
B：14:00～16:00

親子でつくる自分だけの器 親子で楽しく陶芸を体験し、自分だけのオリジナル作品をつくり上げ
ます。

小・中学生と保護者 いわき市生涯学習プラ
ザ
（いわき市）

必要
募集期間
10/1（火）～
10/20（日）

無料
（教材費1人
600円）

いわき市生涯学習プラ
ザ
0246-37-8888

いわき 11/10（日)
9:00～15:00予定

第9回ペーパープレーン競技
大会

親子で紙飛行機を作ることにより、親子の交流や子どもの情操を育
て、紙飛行の飛行距離を競い合うことにより、自ら考える力を養う。

小学生（勿来地区）と
その保護者
予定

製作　いわき市立植田公
民館（いわき市）
競技　鮫川河川敶（いわき
市）
予定

10/21（月）～11/1
（金）までに植田公
民館へ申し込む
予定

350円（1機）
予定

いわき市立植田公民館
0246-63-3467

いわき 11/17（日）
10:00～11:30

園庭解放 風にそよぐ木々の音、深まりゆく秋を身体で感じながら、すべり台に
乗ったり、広い園庭で親子一緒に楽しみましょう。

地域在住の1歳半～
就学前のお子様とそ
の保護者

園庭
（いわき市）

必要 なし 梨花の里保育園
0246-27-3355

いわき 11/22（金）
16:00～17:00

仮設住宅における寺子屋 地域コミュニティの構築と被災者の心身の健康を図ることを目的に、
子どもから高齢者まで、地域の方々が交流できる事業を行います。

どなたでも サポートセンター空の家
（いわき市）

不要 無料 福島県老人クラブ連合
会
024-523-2131

いわき 11/23(土)
9:00～11:00

第4回親子パークゴルフ教室 家族がパークゴルフを通してふれあいを深め、併せて青尐年の健全
育成を図る。

小学3年生～中学生
とその保護者

鮫川河川敶
（いわき市)

必要
11/15(金)までに
植田公民館へ申
し込む

無料 いわき市立植田公民館
0246-63-3467

いわき 12月下旬予定 冬休み子どもえいが会 子どもが楽しめる内容と防災関係の内容の映画の上映。 どなたでも いわき市立植田公民館
（いわき市）

不要 無料 いわき市立植田公民館
0246-63-3467

いわき 12/14（土）
9:30～11:30

市民講座　親子お菓子づくり教
室　（12月）

親子で協力しながら、仲良くお菓子づくりにチャレンジ！シートスポン
ジで「グルグルクリスマスケーキ」をつくり、親と子の絆を深める。

小学生とその保護者 いわき市立植田公民館
（いわき市）

後期の活動を9
月に植田公民館
へ申し込む

無料 いわき市立植田公民館
0246-63-3467

いわき 12/14（土）
10:00～13:00

親子ふれあい事業
親子料理教室

クリスマスに向けて、親子で一緒に料理をする教室を開催します。 平一小、平二小、平
三小の4年生～6年
生とその保護者

いわき市文化センター 必要 500円／組 いわき市文化センター
0246-22-5431
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いわき 12/22（日）
10:00～12:30

「ラベル屋さん」でラベル印刷 フリーソフト「ラベル屋さん」を使って、パソコンで色々なラベルを作り
ます。

小学生以下と保護者 いわき市生涯学習プラ
ザ
（いわき市）

必要
募集期間
11/1（金）～
11/20（水）

無料 いわき市生涯学習プラ
ザ
0246-37-8888

いわき 12/28（土）
10:30～12:00

トントンずもうをつくろう トントンずもうを作り、親子でふれあいます。 幼児と保護者 いわき市生涯学習プラ
ザ
（いわき市）

必要
募集期間
11/1（金）～
11/20（水）

無料 いわき市生涯学習プラ
ザ
0246-37-8888

その他 10月中旬発行予定 避難者向け情報紙「ふくしまの
今が分かる新聞」子ども・保護
者向け特集の発行

原発事故による健康被害等への不安から、県内外で避難生活を送る「子ど
ものいる世帯」が多い状況を踏まえ、
○被災・避難等により不便を強いられている子どもへの支援
○子ども達及びその保護者が元気になる取り組み
などの視点に合致する内容の特集号を発行する。

県内外に避難されて
いる母子避難者等

避難者支援課
024-523-4157

その他 通年実施 「家庭の日」普及啓発事業 毎月第3日曜日を「家庭の日」として、健康で明るい家庭づくり運動の
普及を関係機関の協力のもと、推進します。

関係機関の協力で
実施

― 一般参加なし ― 福島県青尐年育成県民
会議
024-546-0002

その他 通年実施 食の安全教室(出前講座事業） 小・中学校へ職員を派遣し、正しい手洗いの方法等を体験学習を通
して学ばせることにより、健全な食生活の実践に寄与する。

小学生、中学生 依頼のあった小・中学校 一般参加なし ― 県庁食品生活衛生課
024-521-7245

その他 通年実施 小学校への獣医師派遣事業 保健福祉事務所の獣医師を小学校に派遣し、動物に関する正しい
知識と命の大切さを学ぶ機会を提供します。

小学生 依頼のあった小学校 一般参加なし ― 県庁食品生活衛生課
024-521-7245

182 事業
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