
令和２年度「子育て週間」関連事業一覧

No. 所在市町村 事業名 日時 内容 対象 会場 事前申込 参加料 問い合わせ先

1

全県 空き家再生・子育て支援事業 4月15日(水)～12月25日
(金)
・先着順、予算枠に達した
時点で終了します。

賃貸住宅等に居住する子育て世帯が空き家を購入して行う改修に
対し補助金を交付する。
・補助金最大190万円（床面積の要件を満たす場合は最大230万円）

詳細は県建築指導課HPをご確認ください。
http://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/41065b/akiyakosodate.html

・県内の賃貸住宅等
に居住している子育
て世帯
・三世代以上で同居
している世帯から別
居する子育て世帯

－ － － 対象の空き家がある市
町村を所管する県建設
事務所（建築住宅課）　
・県北建設事務所 024-
521-2575 
・県中建設事務所 024-
935-1462 
・県南建設事務所 0248-
23-1636 
・会津若松建設事務所 
242-29-5461 
・喜多方建設事務所 
0241-24-5727 
・南会津建設事務所 
0241-62-5337 
・相双建設事務所 0244-
26-1223 
・いわき建設事務所 
0246-24-6134 

2

川俣町 ブックスタート 11月10日（火）
13時15分～14時00分

子どもの成長に応じて多くの絵本にふれあえるきっかけとなるよう、
3-4ヵ月健診時に絵本を1冊配付する。

3-4ヵ月児（保護者） 川俣町保健センター 不要 無料 子育て支援課
子育て支援係
024-566-2111

3

川俣町 遊びの教室とすくすく育児相談 11月11日（水）
9時30分～11時30分

子どもの成長に応じて多くの絵本にふれあえるきっかけとなるよう、
3-4ヵ月健診時に絵本を1冊配付する。

乳幼児（保護者） 川俣町保健センター 不要 無料 保健福祉課
健康増進係
024-566-2111

4

川俣町 子育てほっとステーション 11月20日（金）
10時30分～15時00分

毎月1回、子どもの自由遊びと集団生活を通し、社会性をはぐくむと
同時に、保健師により、身体計測や育児に関する相談を実施。

子育て中の方 川俣町保健センター 必要
（新型コロナウイ
ルス感染症対応
のため）

無料 子育て支援課
子育て支援係
024-566-2111

5

川俣町 広報「かわまた」（子育て支援特
集ページ）全戸配付

11月1日発行 11月1日発行の町広報紙に子育て支援に関する特集ページを作成
し、情報周知を図る。

全世帯

- -

無料 子育て支援課
子育て支援係
024-566-2111

6

国見町 ニコニコ相談会 11月18日（水）
10時00分～11時00分

妊婦、乳幼児の方に対して、保育士、栄養士、助産師による子育て
相談を行う。

国見町在住の妊産
婦、乳幼児、保護者

観月台文化センター 必要 無料 国見町　保健福祉課
　024-585-2783

7

福島市 ちいさなおはなしかい 11月12日（木） 10時30分
～（15分程度）

おはなしかい
　絵本の読み聞かせ・手遊び等

0～3歳のお子様と、
その保護者様

県立図書館　第一研修
室

不要（先着5組） 無料 県立図書館・こどものへ
や
024-535-3218
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No. 所在市町村 事業名 日時 内容 対象 会場 事前申込 参加料 問い合わせ先

8

福島市 福島県文化センター開館50周
年記念事業「子どもフェスタ」

11月10日（火）
10時00分～11時00分

福島県文化センター開館50周年を記念して、子どもから大人まで、
親子で楽しめる「子どもフェスタ」を開催します。
①パントマイム「ウンポコバラエティ！」
②演劇「ニコリのたね」
事前予約制となります。電話、メール、ファックスでお申込みくださ
い。
料金は、当日現金でお支払いください。

福島県民ほか  とうほう・みんなの文化
センター（福島県文化セ
ンター）
①小ホール 
②2階会議室

必要 各回：大人
（中学生以
上）500円、子
ども（小学生
以下）300円、
親子ペア(大
人+子ど
も)700円、3歳
以下は膝上
無料

福島県文化センター　文
化推進課　
024-534-9191

9

福島市 ベビーマッサージと助産師の相
談会

11月10日（火）
10時00分～11時00分

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。
※午後１時～４時は助産師による個別相談も行います。

生後2か月～概ね1
歳ぐらいまでの赤
ちゃんとママ

福島県青少年会館
（福島市）

要 無料 福島県助産師会
024-573-0211

10

福島市 キッズままカフェ 11月12日（木）、11月19日
（木）
10時00分～11時00分

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。
※午後1時～4時は相談員による育児相談も行います。

1歳以上、未就園児
までの親子

福島県青少年会館
（福島市）

要 無料 ふくしま結婚・子育て応
援センター
024-544-0070

11

福島市 一歩先行く！孫育てセミナー 11月15日（日）
10時00分～12時00分

助産師による子育て・孫育てのお話、意見交換・個別相談会を行う
ほか、プロのカメラマンによる家族写真の撮影会を行います。撮影し
た写真はデータでプレゼント！

これから孫が誕生す
る予定、未就学児の
孫がいるご家族

福島県青少年会館
（福島市）

要 無料 福島リビング新聞社郡
山支社
024-934-6120

12

福島市 ベビーままカフェ 11月17日（火）
10時00分～11時30分

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。
※午後1時～4時は助産師による個別相談も行います。

プレパパ・プレママか
ら概ね1歳までの親
子

福島県青少年会館
（福島市）

要 無料 福島県助産師会
024-573-0211

13

小野町 幼児のわくわくタイム 11月10日（火）
10時00分～12時00分

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
の保護者等

小野町　スマイル公園 要 無料 小野町役場
子育て支援課
0247-72-2212

14

小野町 親子ふれあい教室 11月19日（木）
10時00分～12時00分

・子育て支援ボランティアによる手遊びや制作遊び等の提供
・ベビーマッサージ
・育児に関する情報提供
･親子と子育て支援者等との交流

就学前の子どもとそ
の保護者等

小野町役場　子育て支
援課　キッズルーム

要 無料 小野町役場
子育て支援課
0247-72-2212

15

小野町 すくすく発達教室 11月20日（金）
9時00分～12時00分

・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
等

小野町役場　子育て支
援課　キッズルーム

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

16

天栄村 ぴよぴよくらぶ「運動遊び」 11月18日（水）
10時30分～11時30分

月に1回テーマに沿って、みんなで仲良く活動をしています。
11月のテーマは「運動遊び」です。
外部講師をお迎えし、親子で運動しましょう。

0歳～1歳5ヶ月児と
その保護者
※登録制

天栄村健康保健セン
ター

あり 無料 天栄村役場
住民福祉課
0248-94-8730

17

三春町 子どもの運動遊び教室 11月10日（火）　　　　　　10
時00分～11時30分

親子で、からだを使った遊びや交流を楽しむ時間を過ごします。お子
さんの成長や育児について心配や不安、困ったことがある場合は相
談も出来ます。

　三春町在住の就園
前のお子さんと保護
者　10組

三春町地域子育て支援
センター

要 無料 三春町地域子育て支援
センター　　　　　　　　　
0247‐62‐0555

18

三春町 産前・産後サポート事業「ままカ
フェみはる」

11月13日（金）　　　　　　10
時00分～11時30分

　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。ゆったりとした気持ちで、助産師や保健師に相談をしたり、
同じ子育てをしている方とお話しができます。

三春町在住の妊婦
および産後1年以内
のママとお子さん

三春町保健センター１階　
　ホール

要 無料 三春町子育て支援課　
0247‐62‐0555
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19

三春町 子育て相談日 11月17日（火）
①9時10分～10時10分　
②10時30分～11時30分

　公認心理士が、子育てのこと、子どもの発達のことなど個別相談に
応じます。秘密は厳守します。

三春町在住の子育
て中の保護者等

三春町保健センター 要 無料 三春町子育て支援課　
0247‐62‐0555

20

郡山市 みどりの広場アスレチック＆活
動館開放します！

11月7日（土）
11月21日（土）

みどりの広場アスレチック＆総合活動館を無料で開放いたします。
感染症対策として事前予約、時間制①午前の部10時00分～12時00
分②午後の部13時00分～15時00分、各回50名までの定員を設けま
す。

特別支援学級・学校
児童生徒または支援
を必要とするお子さ
ま

郡山自然の家 要予約（定員あ
り）

無料 郡山自然の家
024-957-2111

21

郡山市 みどりの広場アスレチック＆活
動館開放します！

11月8日（日）
11月22日（日）

みどりの広場アスレチック＆総合活動館を無料で開放いたします。
感染症対策として事前予約、時間制①午前の部10時00分～12時00
分②午後の部13時00分～15時00分、各回50名までの定員を設けま
す。

どなたでも（保護者
同伴）

郡山自然の家 要予約（定員あ
り）

無料 郡山自然の家
024-957-2111

22

郡山市 秋のもみじウォーク　～晩秋の
安積路を歩こう～

11月14日（土） 秋の安積路を歩きながら、秋の景色や史跡散策を楽しみましょう。郡
山自然の家を発着するロングの12㎞コースと途中から出発する
ショートの6㎞コースがあります。

どなたでも（小学生
以下は保護者同伴）

郡山自然の家 要予約（定員あ
り）

1,000円（保険
代、写真代含
む）

郡山自然の家
024-957-2111

23

石川町 ちっちゃな読み聞かせ 11月12（木）
11時00分～11時30分

石川町立図書館にて「石川読み聞かせの会」の協力を得て、未就学
児の親子親を対象とした読み聞かせ会を開催します。

未就学児の親子 石川町立図書館
（石川町）

不要 無料 石川町立図書館
0247-26-9136

24

石川町 子育て相談会 11月13（金）・11月20（金）
10時00分～11時30分

いしかわスキッズひろばにて、石川町保健福祉課の保健士による子
育て相談会を開催します。いろいろなお話をしたり、じっくり相談にも
乗っていただけます。

未就学児の親子 いしかわスキッズひろば
（石川町）
※石川町文教福祉複合
施設（モトガッコ）内

不要 無料 いしかわスキッズひろば
0247-26-9150

25

石川町 モンテッソーリってなに？ 11月9日（月）
11時00分～11時45分

石川町文教福祉複合施設（モトガッコ）にて、巷で話題の「モンテッ
ソーリ教育」について親子で体感できます。

未就学児の親子 石川町文教福祉複合施
設（モトガッコ）内　和室
１・２
（石川町）

要予約（５組ま
で）

無料 いしかわスキッズひろば
0247-26-9150

26

石川町 運動あそび 11月11日（水）
11時00分～11時50分

石川町文教福祉複合施設（モトガッコ）にて、身体の動かし方やコン
トロールの仕方を身につけるような遊びを行います。

未就学児の親子 石川町文教福祉複合施
設（モトガッコ）内　音楽
室
（石川町）

要予約（８組ま
で）

無料 いしかわスキッズひろば
0247-26-9150

27

石川町 子育て講座「リズム体操」 11月13日（金）
10時30分～11時30分

石川町文教福祉複合施設（モトガッコ）にて、親子で一緒に、いろいろ
なリズムを感じて表現して遊びます。

未就学児の親子 石川町文教福祉複合施
設（モトガッコ）内　音楽
室
（石川町）

要予約（６組ま
で）

無料 いしかわスキッズひろば
0247-26-9150

28

石川町 ペタペタ手形アート 11月16日（月）
①10時30分～11時
②11時30分～12時
③15時～15時30分

石川町文教福祉複合施設（モトガッコ）にて、手形や足形で可愛い
アートを作ります。

未就学児の親子 石川町文教福祉複合施
設（モトガッコ）内　ルー
ム５
（石川町）

要予約（各回３組
まで）

無料 いしかわスキッズひろば
0247-26-9150

29

石川町 おもちゃ作り 11月18日（水）
①11時00分～11時30分
②15時00分～15時30分

いしかわスキッズひろばにて、おもちゃインストラクターの先生と「た
いこ」を作ります。

未就学児の親子 いしかわスキッズひろば
（石川町）
※石川町文教福祉複合
施設（モトガッコ）内

要予約（各回３組
まで）

無料 いしかわスキッズひろば
0247-26-9150
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30

白河市 子育てスキルアップ事業 11月１8日（水）
12時20分～13時35分

言語聴覚士による、ことばを伸ばすための子育てアドバイス及び親
子ふれあい遊びを開催します。

1歳6か月児健診受
診者

中央保健センター
（白河市）

不要 無料 白河市こども支援課
0248-27-2113

31

白河市 ハイハイ期の親子ふれあい教
室

11月10日（火）
11時00分～12時00分

ハイハイが始まったお子さんとママがいろいろな運動や遊びを通して
リフレッシュする教室です。

ハイハイ期の赤ちゃ
んとママ

総合運動公園アナビー
エクササイズルーム（白
河市）

必要 1,500円
（月2回）

白河市中央体育館
0248-29-8655
(平日9:00～17:30）

32

白河市 親子ビートフィットネス教室 11月19日（木）
10時30分～11時45分

好奇心、欲求があふれ出てくる幼児期のお子さんとママを対象とした
遊びと産後エクササイズをミックスしたフィットネス教室です。

歩き始め～2歳のお
子様とママ

総合運動公園アナビー
フットサルコート（白河
市）

必要 1,500円
（月2回）

白河市中央体育館
0248-29-8655
(平日9:00～17:30）

33

白河市 やさしいヨガ教室 11月12日（木）
10時30分～11時30分

子連れOKのヨガ教室です。子どもたちが
自由に遊ぶ中ママはヨガで身体を気持ち
よくほぐす教室です。
※子ども見守りスタッフが1人入ります。

2ヶ月の赤ちゃん～
未就学児のお子様と
ママ

総合運動公園アナビー
エクササイズルーム（白
河市）

必要 1,200円
（月2回）

白河市中央体育館
0248-29-8655
(平日9:00～17:30）

34

白河市 スポーツプチキッズスタート教
室

11月10日（火）、11月17日
（火）
14時30分～15時30分

運動神経がぐんぐん伸びる3～4歳の幼児とその保護者で簡単な運
動をいろいろ体験する教室です。

3～4歳とその保護者 総合運動公園中央体育
館ほか（白河市）

必要 1,500円
（月3～4回）

白河市中央体育館
0248-29-8655
(平日9:00～17:30）

35

白河市 スポーツキッズ育成教室 11月11日（水）、11月18日
（水）
15時00分～16時00分

鬼ごっこやスクーターボード、ボール遊び、縄跳び遊びを通して体力
向上を図りながら身体を動かす楽しさを味わいます。

キッズ（4～6歳） 総合運動公園中央体育
館ほか（白河市）

必要 1,500円
（月3～4回）

白河市中央体育館
0248-29-8655
(平日9:00～17:30）

36

白河市 からだ元気塾 11月11日（水）、11月18日
（水）
16時30分～17時50分

コーディネーショントレーニングや体力づくり運動を通して、バランス
の良い身体作りをします。

小学校低中学年
（1～4年生）

総合運動公園中央体育
館ほか（白河市）

必要 1,800円
（月3～4回）

白河市中央体育館
0248-29-8655
(平日9:00～17:30）

37

白河市 ハイパフォーマンス体育塾 11月11日（水）、11月18日
（水）
17時45分～19時00分

姿勢を正しく保ちつつ、しなやかで怪我をしない身体作りを目指しま
す。

小学校高学年
（4～6年生）

総合運動公園中央体育
館ほか（白河市）

必要 2,500円
（月3～4回）

白河市中央体育館
0248-29-8655
(平日9:00～17:30）

38

白河市 ミニバスケットボール教室 11月9日（月）
18時30分～20時00分

「友情」「ほほえみ」「フェアプレー」精神のもと、個人の体力向上と
チームプレーの楽しさを体感します。

ジュニア（小学生） 総合運動公園国体記念
体育館（白河市）

必要 1,300円
（月2回）

白河市中央体育館
0248-29-8655
(平日9:00～17:30）

39

白河市 エンジョイフットサル教室 11月20日（金）
キッズ16時00分～16時50
分
ジュニア17時00分～18時
15分

ボール遊びをしながらサッカーの技も学び、楽しく身体を動かしま
す。

キッズ（年中・年長の
み）
ジュニア（小学生）

総合運動公園アナビー
フットサルコート（白河
市）

必要 キッズ1,200
円
（月2回）
ジュニア1,300
円
（月2回）

白河市中央体育館
0248-29-8655
(平日9:00～17:30）

40

白河市 ジャズヒップホップ教室 11月21日（土）
キッズ16時00分～16時45
分
ジュニア17時00分～17時
50分
中学生以上18時00分～18
時55分

日頃の運動不足やストレス解消に良し、趣味で始めるも良し、新たな

自分発見も良し！ジャズ＆ヒップホップで夢の世界へゴー🎶
キッズ（4～6歳）
ジュニア（小学生）
中学生以上

総合運動公園アナビー
エクササイズルーム（白
河市）

必要 キッズ1,800
円
（月2回）
ジュニア～
2,000円
（月2回）

白河市中央体育館
0248-29-8655
(平日9:00～17:30）
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41

白河市 レベルアップバドミントン教室 11月11日（水）、11月18日
（水）
19時00分～21時00分

より専門的な指導によりスキルアップしたり、運動能力を向上させた
りすることによって、さらにその種目の特性や楽しさに触れることがで
きるようにすることを目的とした、中学生対象の教室です。

中学生 総合運動公園中央体育
館ほか（白河市）

必要 後期10月から
3月
（全18回）
5,500円

白河市中央体育館
0248-29-8655
(平日9:00～17:30）

42

白河市 レベルアップ卓球教室 11月11日（水）
19時00分～20時30分 より専門的な指導によりスキルアップしたり、運動能力を向上させた

りすることによって、さらにその種目の特性や楽しさに触れることがで
きるようにすることを目的とした、中学生対象の教室です。

中学生 総合運動公園中央体育
館ほか（白河市）

必要 後期10月から
3月
（全12回）
3,500円

白河市中央体育館
0248-29-8655
(平日9:00～17:30）

43

白河市 レベルアップサッカー教室 11月13日（金）
19時00分～21時00分 より専門的な指導によりスキルアップしたり、運動能力を向上させた

りすることによって、さらにその種目の特性や楽しさに触れることがで
きるようにすることを目的とした、中学生対象の教室です。

小学校6年生
中学生

総合運動公園アナビー
フットサルコート（白河
市）

必要 後期10月から
3月
（全12回）
4,500円

白河市中央体育館
0248-29-8655
(平日9:00～17:30）

44

白河市 子育てスキルアップ事業 11月12日（木）
12時20分～13時35分

保育士と運動指導士による、子育てアドバイス及び親子ふれあい体
操を開催します。

3歳児健診受診者 中央保健センター
（白河市）

不要 無料 白河市こども支援課
0248-27-2113

45

会津美里町 子育て講座　「みんなでリトミッ
ク教室！！」

11月13日（金）
10時30分～11時30分

「学びの教室　コドモノキ」の先生を講師として、リトミック教室を開催
します。本物の楽器の音をみんなで楽しむリトミック教室です。

会津美里町在住の
未就園児と保護者
15組

会津美里町子育て支援
センター　すくすくハウス

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

46

会津若松市 令和2年度「地域でつながる家
庭教育応援事業」　家庭教育地
区別研修（会津地区）

11月19日（木）
13時00分～16時30分

公認心理士・スクールカウンセラーの先生を招き、不登校支援につ
いての講演と演習でスキルアップを図ったり、参加者同士で話し合っ
たりする研修会を開催します。

子育てに興味のある
方ならどなたでも

会津若松市北会津公民
館

必要(先着順で申
込み期間は10／
8～10／30）

無料 会津教育事務所
総務社会教育課
0242-29-5488

47

会津若松市 お試し離乳食 11月12日（木）
10時00分～12時00分

・離乳食の試食
・栄養士への相談

0歳児と親 社会福祉法人博愛会　
博愛園

あり 無料 社会福祉法人博愛会
0242‐27‐3636

48

会津若松市 あそびむしランド 11月12日（木）
10時00分～11時00分

子育て相談、身体測定や手型、足型での製作を行います。記録にも
なるので参加お待ちしています。

若松第三保育園に
通園されていない未
就園のお子さん

若松第三保育園 あり 無料 若松第三保育園
0242‐27‐1479

49

喜多方市 乳児食について 11月19日（木）
10時00分～11時00分

乳児食の味付けや目安となる量を実際に試食をしながらお知らせし
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　
子育て支援センター

なし 無料 東町のびやか保育園
0241‐21‐1303

50

会津坂下町 秋の自然観察会　～秋の森を
探検しよう！～

11月14日（土）
9時30分～14時00分

森の案内人と一緒に自然観察をしながら森を歩き、会津の秋のすば
らしさを感じたり、自然への理解を深めたりするイベントを開催しま
す。

どなたでも 会津自然の家 必要
（申し込み多数の
場合は抽選）

700円(予定）
※昼食代等

会津自然の家
0242-83-2480

51

会津若松市 令和2年度「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
（会津地区）

11月19日（木）
13時20分～16時20分

「子どもが学校に行けなくなった時の支援～家族療法を支援に活か
す～」
①講義・演習　佐藤真奈美氏
　（公認心理師　新潟県新潟市スクールカウンセラー）
②質疑応答・グループ協議

家庭教育に関心の
あるすべての方

会津若松市北会津公民
館　大ホール

要申込
※ＦＡＸまたは
メールにて

無料 会津教育事務所
TEL 0242-29-5488
FAX 0242-29-5494

52

下郷町 令和2年度　家庭教育応援リー
ダー育成事業
家庭教育支援者育成南会津地
区研修会

11月21日（土）
9時30分～15時10分
※受付9時00分

①「家族」に関する小・中学生の主張発表
②親子で体験（コース別ものづくり教室）
③講演「子育ては日々65点～がんばりすぎなくていいんだよ～」
　 講師　コミュニケーションクリエーター　ちゃい文々 氏
※希望により託児可能

家庭教育に関心の
ある方

下郷町
下郷ふれあいセンター

必要
所定の申込用紙
に必要事項記入
の上南会津教育
事務所まで

200～1,000円
②親子で体
験材料費

南会津教育事務所
総務社会教育課
0241-62-5367
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53

下郷町 令和2年度家庭教育リーダー育
成事業
家庭教育支援者育成南会津地
区研修会

11月21日（土）
9時30分～15時10分

①主張発表「テーマ：家族」南会津域内の小中学生4名
②親子で体験（選択制3コース）
　・ピノキオ作り・スライムとバスボム作り・凧作り
③講演会「子育ては日々65点～がんばりすぎなくていいんだよ～」コ
ミュニケーションクリエイター　ちゃい文々　氏

家庭教育に関心の
あるすべての方

下郷ふれあいセンター 要申込
※電話またはＦＡ
Ｘにて

無料 南会津教育事務所
TEL 0241-62-5367
FAX 0241-62-5254

54

南相馬市 育児教室 11月10日（火）
10時00分～11時00分

司書から保護者に向けて「絵本の読み聞かせの大切さ」について講
話いただき、実際に読み聞かせを行う。

1歳のお子さんとそ
の家族

原町子育て支援セン
ター

必要 無料 原町子育て支援セン
ター
0244-24-4558

55

南相馬市 育児教室 11月19日（木）
10時00分～11時00分

司書から保護者に向けて「絵本の読み聞かせの大切さ」について講
話いただき、実際に読み聞かせを行う。

満2歳以上のお子さ
んとその家族

上真野幼稚園 必要 無料 上真野幼稚園
0244-47-2147

56

相馬市 パパがまんなか！イクメンセミ
ナー

11月21日（土）
10時00分～12時00分

助産師によるお話、意見交換・個別相談会を行うほか、楽しいベビー
マッサージも行います。

生後2か月～1歳ぐら
いまでの赤ちゃんと
パパを含むご家族、
プレパパ・プレママ

相馬市総合福祉セン
ター
（はまなす館）
（相馬市）

要 無料 福島リビング新聞社郡
山支社
024-934-6120

57

いわき市 キッズマナー教室 11月11日～
※通年で定期的に開催

将来を担う子どもたちが思いやりの気持ちを育みながら
保護者さまと一緒にたのしくマナーを身につける教室です。

4歳～10歳くらいまで
のお子さまと保護者
さま

いわき市内
※ご予約時、開催場所
をお伝え致します。

あり お子さま1名
様につき
1,500円

080-3327－6661（キッズ
マナー教室希望者とお
伝えください）

58

いわき市 地域子育て支援拠点事業
（プレイルーム一般開放親子エ
アロビック）

11月20日（金）
10時30分～11時00分

音楽に合わせて体を動かす事で、親子の触れ合い、心身の健康増
進及び育児ストレスの軽減を目的に実施しています。

子育て中の親子（親
又は養育者）

いわき市子育てサポート
センター　プレイルーム

なし 無料 いわき市子育てサポート
センター
0246ｰ27ｰ8599

59

いわき市 第4回　未来キッズ生き活き事
業

11月15日（日）
10時00分～14時00分

マウンテンバイクやフィールドアスレチック、ニュースポーツなど、体
を動かすプログラムを体験するイベントを開催します。

どなたでも いわき海浜自然の家 不要 無料 いわき海浜自然の家
0246-32-7700
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