
平成２４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 10/3（水）、24（水）
10:40～11:10
11:20～11:50

おやこのてあそび 手遊びや読みきかせをします。 未就学児と保護者 福島市子どもの夢を育
む施設　こむこむ
(福島市)

不要
各回先着10名

無料 こむこむ
024-524-3131

県北 10/4（木）、21（日）
11:00～11:30

おひざにだっこのおはなしかい 絵本の読みきかせや手遊びをします。 1歳～3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)

不要 無料 こむこむ
024-524-3131

県北 10/5（金）、19（金）
11:00～11:30

ドリームキッズクラブ 体を動かす遊びや読み聞かせをします。 1歳～5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 10/6（土）、7（日）
9:30～16:00

第4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少年団が福島市のあづま総合運動公園に集
い、日頃の技を競うとともに友情を深めます。また、スペシャルゲスト
も来場！ ふくしまの子供達を応援します！

各競技スポーツ少年
団の小学生と指導者

あづま総合運動公園な
ど
（福島市）

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

県北 10/6（土）～8（月）
14:00～15:30

元気発信！こむこむ２０１２
大阪科学技術センター出前講
座

放射線の正しい知識とエネルギー問題について楽しく学ぼう！ 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 無料 こむこむ
024-524-3131

県北 10/6（土）、10/8（月）
11:00～

元気発信！こむこむ２０１２ 市内で活動中のアマチュアグループのステージをご堪能ください。
・ストリートミュージックフェスティバル（10/6）
・ストリートダンスフェスティバル（10/8）

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 無料 こむこむ
024-524-3131

県北 10/6（土）～8（月）
14:00～14:45
15:00～15:45

偏光板で遊ぼう！～透明シー
トを不思議な力で虹色に変化
させよう！～

透明なシートに描いた絵にセロテープを貼って、不思議な力を持つ
板ではさんでみると…自分の描いた絵が虹色に変化しちゃう!?

幼児～中学生 福島市子どもの夢を育
む施設　こむこむ
(福島市)

当日開始5分前
より受付（各回先
着12名）

無料 こむこむ
024-524-3131

県北 10/6（土）～8（月）、
10/13（土）、14（日）
13:00～14:20
14:30～16:00

光と影でつくりだせ！君だけの
モンスター!!

いろいろな材料と光と影を使って、君だけのモンスターをつくってみよ
う！

小学生～高校生 福島市子どもの夢を育
む施設　こむこむ
(福島市)

当日開始10分前
より整理券配布
（各回先着10名）

無料 こむこむ
024-524-3131

県北 10/6（土）
①10:45～11:30
②11:45～12:30

たのしく学ぶ算数
～福島大学教育研究室との共
催事業～

福島大学おにいさん・おねいさんといっしょに楽しく算数を学ぼう！ 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)

不要
先着15名

無料 こむこむ
024-524-3131

県北 10/6（土）、13（土）
14:20～14:35

おはなしぼっくす 絵本の読みきかせや手遊びをします。 3歳～小学生 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 10/7（日）
14:20～14:50

おはなしジャングル 絵本の読みきかせや本の紹介をします。テーマは「やさい」！ 小学生 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

1



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 10/13(土)
13:00～15:00

大人が変わるためのセミナー
第1回

「子ども･若者の発達と言語教育のあり方」をテーマに、福島大学人
間発達文化学類教授の鶴巻正子氏の講演と意見交換を行います。

どなたでも 福島県青少年会館
（福島市）

必要 無料 福島県青少年育成県民
会議
024-546-0002

県北 10/13（土）
10:00～11:30

さくらんぼ育児相談会 ・ふれ合いマッサージ（乳児）
・助産師何でも相談会（共催：（社）福島県助産師会（福島会）会員）

0歳～5歳児とその保
護者

さくらんぼ保育園
（福島市）

必要 無料 社会福祉法人桜桃会さく
らんぼ保育園
024-597-6309

県北 10/14（日）まで 元気発信！こむこむ２０１２
～ほんとうの放射線のはなし
～

「放射線を知ろう展」、「光の造形作家　田中敬一のアート展」、「宇宙
にもあった！地球に届く放射線（プラネタリウム無料投影）」など

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 無料 こむこむ
024-524-3131

県北 10/14（日）
10:30～11:00
14:15～14:45

エコクラフトに挑戦！ 親子で楽しく工作しよう！ 未就学児と保護者 福島市子どもの夢を育
む施設　こむこむ
(福島市)

不要
各回先着10名

無料 こむこむ
024-524-3131

県北 10/14（日）
14:20～14:50

おはなしピクニック 絵本の読みきかせをします。テーマは「おと」！ 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 10/17（水） 仮設住宅等における寺子屋 震災被災者の方々の心身のケアを目的として、子どもから高齢者ま
で地域の方が交流できる場をつくります。

どなたでも 飯舘村立草野・飯樋幼
稚園
（福島市）

不要 無料 公益財団法人　福島県
老人クラブ連合会
024-523-2131

県北 10/20（土）
10:00～11:00

オマチマン親子コンサート まゆみ学園で毎年コンサートをひらいてもらっている、オマチマン。子
ども達はオマチマンが大好きです。一緒に手遊びをしたり、歌って
踊って楽しい時間を一緒に過ごしましょう。

0歳～就学前の子ど
もと保護者　地域の
方々

まゆみ幼稚園
（二本松市）

必要 無料 認定こども園学校法人ま
ゆみ学園（子供の館中
里保育園）
0243-22-3745

県北 10/20（土）
13:00～16:00

ニュースづくりのウラ側をちょ
こっとのぞいてみよう！

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ウラ側をちょ
こっとのぞいてみよう！

どなたでも
※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)

時間内に先着順
で受付。席が空
き次第参加可
能。

無料 こむこむ
024-524-3131

県北 10/20（土）
10:30～11:30

大ボールあそび 大きいボールに乗ったり、転がしたりして遊ぼう。 未就学児と保護者 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 10/21（日）
13:00～15:00
（12:30開場）

親子で歌いつごう
「日本の歌百選」inこむこむフェ
スティバル

一般公募で選ばれた音楽グループが、文化庁選定の「日本の歌百
選」の中の名曲を歌や楽器で奏でます

どなたでも
定員：200名

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 10/21（日）、27（土）
10:30～11:30
14:00～16:00

デジタル工作の時間 パソコンで楽しく工作をします。 3歳～高校生
※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)

当日開始15分前
より整理券配布
（各回先着6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 10/27（土）
13:40～14:10
14:20～14:50

みんなであそぼっ！ 手遊びや読みきかせ、工作などをします。 未就学児と保護者 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 10/27（土）
14:20～14:50

おはなしあそぼっくす 絵本の読みきかせや工作をします。 4歳～小学生 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 10/27（土）
11:00～14:00

あきだ　かかしだ　こむこむだ 「大きなかかし」の本体に「ミニかかし」をつくって貼り付け、館内に飾
ります。

どなたでも
（自由に参加いただ
けます）

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 10/28（日）、11/4（日）
10:00～12:00

親子で楽しく体力UP！↑↑ 親子で楽しく運動します。
（持ち物：タオル、飲み物、運動しやすい服装）
※どちらか1日をお選びください。

小学1年生～小学3
年生と保護者
定員：15組（30名）

福島市子どもの夢を育
む施設　こむこむ
(福島市)

必要
募集期間
10/1～10/20

無料 こむこむ
024-524-3131

県北 10/28（日）
13:00～14:30
14:30～16:00

レゴWeDoを動かしてみよう！ レゴブロックとモーターで動くロボットを作ります。 小学生～高校生 福島市子どもの夢を育
む施設　こむこむ
(福島市)

当日開始15分前
より整理券配布
（各回先着8名）

無料 こむこむ
024-524-3131

県北 11/3（土） 秋のこむこむまつり ダブルダッチパフォーマンスショー＆体験教室、プラネタリウム無料
投影、ほか親子で楽しめるイベントを多数開催します。

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 無料 こむこむ
024-524-3131

県北 11/4（日）
10:00～15:30

こども未来フェスタ 各種体験活動、スポーツレクリェーション活動、文化交流活動、地域
活動などをテーマに掲げた各ブースを設定し、子どもと大人、家族が
一緒になって楽しみ、学び、教え合うなどコミュニケーションの場とし
て開催します。

どなたでも 福島県青少年会館 不要 無料 福島県青少年会館
024-546-8311

県北 11/6（火）
13:30～16:00

第２２回交通安全母親福島県
大会

県内の母親が一堂に会して本大会を開催し、各家庭・地域における
交通安全教育・活動の強化、母の会組織の拡充等について研鑽を
深め、交通事故のない社会の実現を目指す。

交通安全母の会会
員

二本松市安達文化ホー
ル

必要 無料 福島県交通安全母の会
連絡協議会事務局
024-521-7158

県北 11/10（土）、12/8（土）
11:00～12:00
全2回

私の手づくり工房（紙粘土）
（親子）

紙粘土で日常使うものや飾るものを親子で協力して作ります。 小学2年生～中学生
と保護者
定員：10組

福島市子どもの夢を育
む施設　こむこむ
(福島市)

必要
募集期間
10/1～10/14

材料代
400円

こむこむ
024-524-3131

県北 11/10（土）、24（土）、
12/2（日）
10:30～12:30
全3回

こどもたいそう③
～おとうさん・おかあさんもいっ
しょ！～

おうちの人といっしょに楽しく体を動かしてみませんか？ 3歳～未就学児と保
護者
定員：10組

福島市子どもの夢を育
む施設　こむこむ
(福島市)

必要
募集期間
10/1～10/14

無料 こむこむ
024-524-3131

県北 11/10（土）
10:00～12:00
全1回

環境出前授業
おもしろエコ体験
～楽しい実験からエコを学ぼ
う！～

霧箱による自然放射線の観察をしたり、プリンタを解体してリサイク
ルのしくみを知ったり…環境について楽しく学びましょう！

小学3年生～小学6
年生
定員：15名

福島市子どもの夢を育
む施設　こむこむ
(福島市)

必要
募集期間
10/1～10/14

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 11/11（日）
10:00～12:00
全1回

お絵かきアトリエ 絵の具やパスを使って、描きたいものをのびのびと表現します。 5歳～小学2年生
定員：15人

福島市子どもの夢を育
む施設　こむこむ
(福島市)

必要
募集期間
10/1～10/14

無料 こむこむ
024-524-3131

県北 11/11（日）、25（日）、
12/1（土）
10:00～11:00
全3回

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！～

お子様といっしょにたたみでゴロゴロしたり、手遊びを交えたリズム
遊びをしたり、楽しく体を動かしてみませんか？

0歳～2歳と保護者
定員：10組

福島市子どもの夢を育
む施設　こむこむ
(福島市)

必要
募集期間
10/1～10/14

無料 こむこむ
024-524-3131

県北 11/11（日）
14:00～16:00
全1回

絵てがみワークショップ
～みんなの思いをカタチにし
て、海外の友だちにおくろう！
～

自分のとっておきの場所、大好きな場所などについて、プロのアー
ティストといっしょに水彩画や切り絵などで「絵てがみ」として表現し、
実際にシンガポールやマレーシアの子どもたちと交換します。

小学3年生～小学6
年生
定員：20名

福島市子どもの夢を育
む施設　こむこむ
(福島市)

必要
募集期間
10/1～10/14

無料 こむこむ
024-524-3131

県北 11/17（土）10:00～14:00
11/18（日）10:00～15:00

まゆみ学園祭 まゆみ幼稚園・子供の館中里保育園の施設や保育を見たり、PTA活
動で人気のあった「50度洗い」などを行います。また、18日（日）には
作品展といっしょにバザーを行ったり、午後からはクリスタルボウル
の演奏を聞き、癒しの時間を過ごします。

0歳～就学前の子ど
もと保護者、地域の
方々

11/17 子供の館中里保
育園
11/18 まゆみ幼稚園
（二本松市）

必要 無料 認定こども園学校法人ま
ゆみ学園（子供の館中
里保育園）
0243-22-3745

県北 11/17（土）、18（日）
14:00～15:30
全1回

めざせ！化石ハンター
～本物のアンモナイトを発掘し
よう～

擬似岩石の中に埋められた本物のアンモナイトの化石を発掘してみ
ましょう。
※どちらか1日をお選びください。

小学3年生～小学6
年生
定員：各5名

福島市子どもの夢を育
む施設　こむこむ
(福島市)

必要
募集期間
10/1～10/14

材料代
500円

こむこむ
024-524-3131

県北 11/17（土）、18（日）
12/15（土）
10:00～12:00
全3回

器をつくって絵をかこう（親子） 陶芸の基本からはじめ、手まわしろくろを使って日常身近に使える器
をつくります。

小学3年生～中学生
と保護者
定員：10組

福島市子どもの夢を育
む施設　こむこむ
(福島市)

必要
募集期間
10/1～10/14

材料代
1組400円

こむこむ
024-524-3131

県北 11/17（土）
10:00～11:30

寺子屋シルばーちゃん　「み
て・つくって・あそんじゃ
おー！」

子育て中の親子と高齢者が手作りおもちゃを作ったり、歌、手遊び、
お話をとおして世代間交流を行います。

子育て中の親子と高
齢者

伊達市シルバー人材セ
ンター
（伊達市）

不要 無料 公益社団法人　伊達市
シルバー人材センター
024-577-6022(本所)
024-583-3997(伊達支
所)

県北 11/18（日）
13:00～15:35

福島のママ・パパを応援する集
い

西村洋美＆富山律子デュオコンサート
「エコチル調査の全県化について」
講演「放射線健康リスク～内部被ばくを中心に～」
母と子のはっぴぃコンサート　など

福島県内で子育てし
ている父母及び妊婦

福島ビューホテル 必要 無料 福島県産婦人科医会
０２４－５２２－５１９１

県北 11/19（月）～21（水）
（予定）
9:45～12:00

おにいさん、おねえさんとお餅
つき

成蹊高校のおにいさん、おねえさんに、餅つきや餅まるめを手伝って
もらいながら、世代間交流を図ります。

保育園児、成蹊高校
生

福島敬香保育園
（福島市）

一般参加なし 無料 社会福祉法人福島敬香
会福島敬香保育園
024-522-2241

県北 11/21（水）
11:00～16:00

チルドリンママまつりin福島 ママの手でママが創るママのためのイベントです。
※「ママまつり」は、2008年より東京都品川区で始まり、今年度は全
国16か所で地域のママ達が実行委員会を立ち上げて開催。

子育て中の親子 エスパル福島５階
ネクストホール
（福島市）

不要 無料（一部有
料のプログラ
ムあり）

チルドリンママまつりin福
島事務局（NPO法人チル
ドリン）
03-5643-2203

県北 11/23(金・祝)～25(日)
表彰式:11/23　14:00～

第33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
33回ＦＣＴ児童画展を開催します。

※10/12（金）まで作品を募集し、10/23（火）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
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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 11/24（土）、25日（日）
12/16（日）
10:00～12:00
全3回

親子ろくろ体験 陶芸の基本からはじめて、電動ろくろを使って日常身近に使える器を
つくります。

小学4年生～中学生
と保護者
定員：5組

福島市子どもの夢を育
む施設　こむこむ
(福島市)

必要
募集期間
10/1～10/14

材料代
1組600円

こむこむ
024-524-3131

県北 11/30（金）
10:00～11:00

どんぐりやまセミナー
「楽しい製作Ⅴ」

クリスマスの可愛い小物作りをします。保護者向けのセミナーで、そ
の間は保育をします。（10名まで）

未就学児とその保護
者

あすなろ保育園ほっと
けーきのおへや
（福島市）

必要 無料 あすなろ子育て支援セン
ター
024-548-4154

県北 12/21（金）
10:00～11:00

どんぐりやまセミナー
「楽しい製作Ⅵ」

羊毛フェルトで簡単な小物作りをします。保護者向けのセミナーで、
その間は保育をします。（10名まで）

未就学児とその保護
者

あすなろ保育園ほっと
けーきのおへや
（福島市）

必要 無料 あすなろ子育て支援セン
ター
024-548-4154

県北 通年実施
毎月第２木曜日
11:00～11:30

ちいさなおはなしかい ０歳から３歳くらいまでの赤ちゃんと保護者の方のためのおはなしか
いです。わらべうた遊びや絵本の読み聞かせをします。

乳幼児（3歳ぐらいま
で）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
024-535-3218

県北 10月の土・日・祝日
10:30～11:30

目指せ冒険マスター！
～展示室探検隊～

常設展示室の中で、5つのなぞを解きながら冒険しよう！ ひらがなの読み書き
ができる幼児～中学
生

福島市子どもの夢を育
む施設　こむこむ
(福島市)

不要
先着10名

無料 こむこむ
024-524-3131

県北 10月の木曜日
14:00～16:30

おりがみくらぶ おりがみを折り進めてレベルアップ！続けて参加しよう！ 4歳以上 福島市子どもの夢を育
む施設　こむこむ
(福島市)

不要
6名（席が空き次
第参加可能）

無料 こむこむ
024-524-3131

県北 10月の水・木曜日
14:00～16:00

デジタル工作の時間 パソコンで楽しく工作をします。 3歳～高校生
※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)

当日開始15分前
より整理券配布
（各回先着6名）

無料 こむこむ
024-524-3131

県北 10月の土・日
14:00～15:00

わくわくサイエンス 毎回ちがったテーマで実験！ どなたでも
※小学生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 無料 こむこむ
024-524-3131

県北 10月の土・日曜日
13:30～16:00
※10/6、7、13、14は休み

チャレンジウォールに挑戦！ 高さ約７ｍのウォールクライミング！ 靴のサイズが17cm
以上の方

福島市子どもの夢を育
む施設　こむこむ
(福島市)

当日13:15より整
理券を配布（先
着80名）

無料 こむこむ
024-524-3131

県中 10/1（月）
13:30～16:00

第３４回幼児交通安全クラブ
リーダー研修会

幼児等の交通事故を防止するため、幼児交通安全クラブ等の指導
に携わっているリーダーの資質の向上を図るとともに、幼児交通安
全クラブ等が結成されていない地域において新たに幼児交通安全ク
ラブ等を結成できるリーダーを養成し、幼児交通安全教育の拡充と
活動の推進を図る。

原則交通安全母の
会会員

農業総合センター 多目
的ホール

必要 無料 福島県交通安全母の会
連絡協議会事務局
024-521-7158

県中 10/2（火）、16（火）、23
（火）
11/6（火）、13（火）、20
（火）
12/4（火）、25（火）

まーる にこにこひろばのほっとタイムでは、臨床心理士さんなど専門の方に
相談が出来ます。どんなことでも大丈夫です。お子さんを遊ばせなが
らお話ができます。

子育てに不安や悩み
がある方

プリムラ保育園そよかぜ
の部屋
（須賀川市）

必要 1人100円 プリムラ保育園子育て支
援センターにこにこひろ
ば
0248-76-4218
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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 10/3（水）
10:00～11:00

遊びの教室 手遊び、絵本の読み聞かせ、体を使った遊びなど 未就学児とその保護
者

古殿町健康管理セン
ター

不要 無料 古殿町健康管理セン
ター

県中 10/3（水）、10/31（水）
10:00～11:30

孫もり学級 ・孫もり生活について（遊び、事故防止など）（10/3）
・子どもの食事とおやつ等について（10/31）

未就学児と日中孫を
養育している祖父母

古殿町健康管理セン
ター

不要 無料 古殿町健康管理セン
ター

県中 10/4（木）、11/1（木）、
12/13（木）
9:30～11:00

ベビーマッサージ
（1ヶ月～ハイハイ）

ベビーマッサージは赤ちゃんとお母さんのコミュニケーションが深まり
ます。赤ちゃんの体調の変化に気付いたり、免疫力を高めたりできる
ようになります。
※12/13は、1か月～あんよまで合同です

生後1か月～ハイハ
イできるまでの親子

プリムラ保育園よそかぜ
の部屋
（須賀川市）

必要 800円 プリムラ保育園子育て支
援センターにこにこひろ
ば
0248-76-4218

県中 10/6(土)、7(日)、8(月)
10:00～17:00
※8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、プラレールで遊ぼう、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、鉄道資料展示、鉄道ジオラマショーなど

どなたでも 郡山市ふれあい科学館
展示ゾーン・展望ロビー
（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

県中 10/6（土）～8（月）
11:00-11:50、13:00-13:50
14:40-15:30

工作プログラム
カルメ焼き

砂糖と重層で甘くておいしいサクサクのカルメ焼きをつくります。 小学校高学年以上
向き

ムシテックワールド
（須賀川市）

必要
各回8組

入館料 ムシテックワールド
0248-89-1120

県中 ①10/6（土）～8（月）
9:30-10:10、11:00-11:50、
13:00-13:50、14:40-16:00

工作プログラム
うずだこ

ぐるぐる回る、うずまき形の凧を作ります。 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 10/6（土）～8（月）
11:00-11:50、13:00-13:50
14:40-15:30

実験プログラム
ポップコーンのはじける科学

ポップコーンを作りながら、はじめるためには何が必要なのか考えま
す。

小学校低学年以上
向き

ムシテックワールド
（須賀川市）

必要
定員10組程度

入館料 ムシテックワールド
0248-89-1120

県中 10/6日（土）～8（月）
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、手をはなすとやわらかくなる
不思議なダイラタンシーをつくります。

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 10/6（土）～8日（月）
10:00～12:00

自然体験プログラム
わんぱく自然塾

「ふくしま森の案内人の会」ガイドで、フィールド探検し、自然を楽しみ
ます。
※野外活動に適した服装、飲み物（雨天時はレインコート）をご準備
ください。

未就学児以上向き ムシテックワールド
（須賀川市）

必要
定員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 10/11（木）、11/8（木）、
12/6（木）
9:30～11:00

キッズヨガ・マッサージ しっかり歩けるようになったらキッズヨガ・マッサージをやってみませ
んか？親子で楽しく運動した後は、ママのやさしい手のマッサージで
一層親子の絆が深まります。

よちよち歩きから就
園・就学前の親子

仁井田児童クラブ館
（須賀川市）

必要 800円 プリムラ保育園子育て支
援センターにこにこひろ
ば
0248-76-4218

県中 10/13（土）、20（土）、
27（土）
13:30～14:20

デジタルスタジオ（10月）
「下じき作り」

イラストなどが入ったオリジナル下じき作り！学校の授業で使ってみ
てね。

どなたでも
定員16名

郡山市ふれあい科学館
展示ゾーン
（郡山市）

当日13:20より整
理券を配布（先
着順）

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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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 10/13（土）、14（日）
11:00-11:50、13:00-13:50
14:40-15:30

工作プログラム
モーターホバークラフト

モーターが送り出す下向きの風によってスイスイ滑るように動くホ
バークラフトのおもちゃを作ります。

小学校中学年以上
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、300円

ムシテックワールド
0248-89-1120

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

工作プログラム
かさぶくロケット

かさ袋におもりと羽をつけてロケットを作ります。 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 10/13（土）14:00～15:40
10/14（日）10:20～12:00

実験プログラム
養老館長講座「昆虫標本教室」

養老猛司館長や福島虫の会の先生の指導のもと昆虫標本の作り方
を学びましょう。

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
各回10組
※9/28締切

入館料のほ
かに、1組
1000円（標本
道具代も含
む）

ムシテックワールド
0248-89-1120

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

実験プログラム
科学のおもちゃ

科学の力をつかった楽しいおもちゃで遊んじゃおう！ 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 10/13（土）、14（日）、
10/20（土）、21（日）
10:20-11:50、14:00-15:30

自然体験プログラム
まゆキャラつくり

染色したまゆをつかって、かわいいキャラクターを作ります。 小学校低学年以上
向き

ムシテックワールド
（須賀川市）

必要
定員9組程度

入館料のほ
かに、100円
（2体）

ムシテックワールド
0248-89-1120

県中 10/13（土）
10:00～12:00

育児サポート講習会 ファミリーサポート提供会員（預かり会員）として活動したい方や、ご
自身の子育てを見つめ直したい方などを対象とした講習会です。
・語り部さんの昔ばなし
・牛乳パックでおもちゃを作ろう

子育て支援に興味が
ある方、子育て中の
親子

須賀川アリーナ1階幼児
室
（須賀川市）

必要 無料 須賀川市社会福祉協議
会
須賀川市ファミリーサ
ポートセンター
0248-88-8211

県中 10/14（日）、21（日）、
28（日）
13:30～14:10

サイエンス広場（10月）
「はかって遊ぼう！」

どうやってはかるのかな？作って確かめてみよう！ どなたでも
定員30名

郡山市ふれあい科学館
展示ゾーン
（郡山市）

当日13:20より整
理券を配布（先
着順）

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 10/14（日）
10:00～15:00

あつまれっ！ハイテクプラザ
2012

ハイテクプラザの施設や設備の一般公開や、研究成果のわかりや
すい紹介を行います。また、小中学生を対象とした、科学技術教室
やものづくり体験教室も開催します。

どなたでも 福島県ハイテクプラザ
（郡山市）

不要 無料（一部イ
ベントは有
料）

福島県ハイテクプラザ
024-959-1741

県中 10/18（木）、11/7（水）
11/28（水）
9:30～12:00

母親学級 ・妊娠中の保健衛生、妊娠中の栄養（10/18）
・家族計画、妊娠中の歯科衛生（11/7）
・分娩のなりゆき、妊婦体操（11/28）

妊婦 古殿町健康管理セン
ター

必要 無料 古殿町健康管理セン
ター

県中 10/20(土) 、11/24(土)
17:30～18:30

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・場所は、変更になる場合があります。

どなたでも 郡山駅前広場 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 10/20（土）
10:00～12:00

平成24年度 第1回 おもしろ科
学びっくり箱
「新幹線のひみつ」

福島大学の小沢喜仁先生を講師にお迎えし、「新幹線のひみつ」と
題して、新幹線に秘められた技術をテーマに開催します。
※福島大学との連携事業

小学校3年生～一般
定員30名（先着順）

郡山市ふれあい科学館
多目的研修室
（郡山市）

必要（電話または
科学館22階イン
フォメーションで
受付）

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 10/20（土）、21（日）
11:00-11:50、13:00-13:50
14:40-15:30

工作プログラム
フェルトアクセサリー

羊毛のもとを手で丸めたり、専用の針でつついたりして、柔らかな感
触のキーホルダーを作ります。

小学校中学年以上
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 10/20（土）、21（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 10/20（土）、21（日）
11:00-11:50、13:00-13:50
14:40-15:30

実験プログラム
放射線を調べよう

線量計を使って放射線量を測ったり、霧箱を使って空中に飛んでい
る放射線の飛跡を観察したりします。

小学校低学年以上
向き

ムシテックワールド
（須賀川市）

必要
定員10組程度

入館料 ムシテックワールド
0248-89-1120

県中 10/20（土）、21（日）
9:30-10:10、11:00-11:50
13:00-13:50、14:40-16:00

実験プログラム
ゴムであそぼう

遊びながら、ゴムのいろいろな性質について学びます。 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 10/22（月）
9:30～11:00

出産に備えての母乳ケアとベ
ビーマッサージ講座

妊娠中は何かと不安が多いもの。元助産師で現在母乳ケアに飛び
回るスーパーおばちゃま、塩谷コトコ先生が色々な事をお話ししてく
ださいます。また、チャイルドケアインストラクター曽山先生が生まれ
てからの赤ちゃんマッサージ法を教えてくださいます。

妊婦 プリムラ保育園
（須賀川市）

必要 300円 プリムラ保育園子育て支
援センターにこにこひろ
ば
0248-76-4218

県中 10/25（木）、11/22（木）、
12/13（木）
9:30～11:00

ベビーマッサージ
（ハイハイ～あんよ）

ベビーマッサージは赤ちゃんとお母さんのコミュニケーションが深まり
ます。赤ちゃんの体調の変化に気付いたり、免疫力を高めたりできる
ようになります。
※12/13は、1か月～あんよまで合同です

ハイハイ～あんよま
での親子

プリムラ保育園
（須賀川市）

必要 800円 プリムラ保育園子育て支
援センターにこにこひろ
ば
0248-76-4218

県中 10/27（土）
16:00～17:15

第22回 星の講演会
「宇宙旅行時代がやって来
る！？」

世界を駆け巡り活躍する大貫美鈴氏をお迎えし、宇宙旅行や宇宙ビ
ジネスについて、宇宙劇場の映像を交えながら、最新の情報をご紹
介していただきます！

小学校3年生～一般
定員220名（先着順）

郡山市ふれあい科学館
宇宙劇場
（郡山市）

必要（電話または
科学館22階イン
フォメーションで
受付）

無料 郡山市ふれあい科学館
スペースパーク
024-936-0201

県中 10/27（土）、28（日）
9:30～16:30（ただし、各
コーナーは16:00まで）

ムシテック祭り ムシテック11周年を記念して「ムシテック祭り」を開催します。入館料
無料＆工作・実験・サイエンスショーが楽しめる一年でいちばんお得
な2日間です。（無料体験コーナー、100円コーナー、おいしいコー
ナーなど）

どなたでも ムシテックワールド
（須賀川市）

不要 入館料無料
（100円コー
ナーは当日申
込み。先着
順）

ムシテックワールド
0248-89-1120

県中 10/28(日)
14:00～16:00

平成24年度 第2回 おもしろ科
学びっくり箱
「水のルーツをさぐろう！」

福島大学の川越清樹先生を講師にお迎えし、「水のルーツをさぐろ
う！」と題して、私たちがふだんなにげなく使っている水のルーツを
テーマに開催いたします。
※福島大学との連携事業

小学校4～6年生
定員30名（先着順）

郡山市ふれあい科学館
多目的研修室
（郡山市）

必要（電話または
科学館22階イン
フォメーションで
受付）

無料 郡山市ふれあい科学館
スペースパーク
024-936-0201

県中 11/2（金）、6（火）、16
（金）、
20（火）、22（木）、27（火）
9:00～11:30

育児サポート講習会 ファミリーサポート提供会員（預かり会員）として活動したい方や、ご
自身の子育てを見つめ直したい方などを対象とした講習会です。
・保育の心/子供の世話/幼児安全救急法など

子育て支援に興味が
ある方、子育て中の
方

須賀川アリーナ1階幼児
室
（須賀川市）

必要
定員20名

テキスト代
2500円

須賀川市社会福祉協議
会
須賀川市ファミリーサ
ポートセンター
0248-88-8211

県中 11/3（土）、4（日）
11:00-11:50、13:00-13:50
14:40-15:30

工作プログラム
液体万華鏡

洗濯のりの入ったガラス管の中を、流れ落ちるビーズが美しい模様
になる万華鏡を作ります。

中学生以上向き 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、300円

ムシテックワールド
0248-89-1120

8



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 11/3（土）、4（日）
9:30-10:10、11:00-11:50、
13:00-13:50、14:40-16:00

工作プログラム
手裏剣ゴマ

4枚の紙を組み合わせて、手裏剣のようなコマを作ります。 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 11/3（土）、4（日）
11:00-11:50、13:00-13:50
14:40-15:30

実験プログラム
菜種油つくり

手動の搾油機（油をしぼる機械）で、菜種をしぼって油を取り出し、
ポップコーンとクレヨンを作ります。

小学校中学年以上
向き

ムシテックワールド
（須賀川市）

必要
定員10組程度

入館料 ムシテックワールド
0248-89-1120

県中 11/3（土）、4（日）
9:30-10:10、11:00-11:50
13:00-13:50、14:40-16:00

実験プログラム
ふってふって大変身

いろいろなモノをふって、その振動によってどんな変化が起きるかを
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 11/3（土）、4（日）、
11/10（土）、11（日）
10:00～15:30

自然体験プログラム
ひみつ基地つくり

野外活動に適した服装、昼食と飲み物をご準備ください。
※雨天時は木の実などの自然素材を使ったルームプレートを作りま
す。

小学校低学年以上
向き

ムシテックワールド
（須賀川市）

必要
定員6組

入館料のほ
かに、1組
1000円

ムシテックワールド
0248-89-1120

県中 11/10（土）、11（日）
11:00-11:50、13:00-13:50
14:40-15:30

工作プログラム
武川先生の押し花カレンダー

押し花できれいに飾りつけたカレンダーを作ります。 小学校低学年以上
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、100円

ムシテックワールド
0248-89-1120

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

工作プログラム
デコ玉

デコレーションボールにフェルトで飾りをつけてマスコットを作ります。 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 11/10（土）、11（日）
11:00-11:50、13:00-13:50
14:40-15:30

実験プログラム
ニッケルメダル

ムシッテクマーク入りの銅板に絵や文字をかいてメッキして、キーホ
ルダーを作ります。

小学校中学年以上
向き

ムシテックワールド
（須賀川市）

必要
定員10組程度

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 11/10（土）、11（日）
9:30-10:10、11:00-11:50
13:00-13:50、14:40-16:00

実験プログラム
エアロダイナミックス-空飛ぶ科
学-

飛ぶための条件とは何か？さまざまなモデルをつかいながら、飛ぶ
ためのしくみを学びます。

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 11/10（土）
10:00～11:30

風邪予防のアロマ 香りで風邪を予防しませんか？
アロマテラピーの先生が精油についてのお話をしてくださいます。香
りで心地良く風邪予防ができるといいですね。

どなたでも
※託児あり

プリムラ保育園そよかぜ
の部屋
（須賀川市）

必要 1000円 プリムラ保育園子育て支
援センターにこにこひろ
ば
0248-76-4218

県中 11/17（土）、18（日） 福島県児童館・放課後児童ク
ラブミーティング　交流研修会

福島県内の子ども・子育て支援に携わる児童館・放課後児童クラブ
職員の方に、一息ついていただけるような交流研修会を開催いたし
ます。子どもに寄り添う支援のあり方に関する学び、あそびに関する
スキルアップ、情報交換・ネットワーキングを目指します。

県内で従事する児童
館職員・放課後児童
クラブ職員

清稜山倶楽部
（郡山市）

一般参加なし 無料 財団法人　児童健全育
成推進財団
０３－３４８６－５１４１

県中 11月中旬（未定） ママパパ学級 妊娠中や育児における夫の役割など
赤ちゃんのお風呂の入れ方、おむつ交換の仕方
妊婦体験（夫のみ）

妊婦とその夫 古殿町健康管理セン
ター

必要 無料 古殿町健康管理セン
ター
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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 12/1（土）
10:00～11:30

アロマ講座
（万能みつろうクリーム作り）

手あれの季節、自然素材でお肌にやさしいみつろうクリームを作りま
す。
アロマ香りで癒されながら、ナチュラルリーフの高林有里氏から、ア
ロマの活用法等も教えてもらえます。

どなたでも
※託児あり

プリムラ保育園そよかぜ
の部屋
（須賀川市）

必要 2000円 プリムラ保育園子育て支
援センターにこにこひろ
ば
0248-76-4218

県中 毎日開催（休館日は除く）
10:30-10:50、13:00-13:20
16:00-16:20
※16:00は土日祝日のみ

サイエンスショー（10月）
「風船で大実験」

キャー割れる！伸ばして、縮めて、ふくらませて、ゴム風船のおもし
ろい実験を見てみよう。

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 毎日開催（休館日は除く）
11:30-11:50、14:30-14:50

サイエンススタジオ（10月）
「晴れたり曇ったり、天気のしく
み」

秋の天気はかわりやすいといわれます。天気のしくみを探ってみよ
う！

どなたでも
定員50名

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・日・祝日開催
11:00～、14:00～

キッズアワー（10月）
月をみてみよう ～お月見のお
はなし～

幼児から小学校低学年までのお子さんとご家族でお楽しみいただけ
るプラネタリウムの時間です。
秋の夜空では、月が特に美しく見られます。プラネタリウムで、みん
なで月を見上げて、模様を見たり、月のことをじっくり見てみましょう。

どなたでも 郡山市ふれあい科学館
宇宙劇場
（郡山市）

不要 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 土・日・祝日開催
12:30-12:45、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・日・祝日開催
15:00～15:15
※10/6～8は除く。

スペースツアー 宇宙に関する展示物について、スタッフが実験などを交えながら分
かりやすく解説します。気軽に参加して、宇宙の不思議にふれてみ
てください。

どなたでも 郡山市ふれあい科学館
展示ゾーン
（郡山市）

開催時間まで
に、展示ゾーン
(21階)の「宇宙服
前」に集合

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 毎週月曜日
9:30～15:00

母と子の広場 自由遊び 未就学児とその保護
者

古殿町健康管理セン
ター

不要 無料 古殿町健康管理セン
ター

県中 平日（月～金）
9:00～11:00

ほっとタイム 平日の午前中、保育園で遊ぶことができます。
自然素材のおもちゃで遊んだり、手作りのおやつを作ったり食べたり
することもできます。

就学・就園前の親子 プリムラ保育園
（須賀川市）

必要 1人100円 プリムラ保育園子育て支
援センターにこにこひろ
ば
0248-76-4218

県南 10/5（金） 家族で縄文クッキーをつくろう 木の実等を材料に縄文クッキーをつくります。 小学生以上
家族10組

福島県文化財センター
白河館　まほろん
（白河市）

必要
10/5まで

材料費
300円

福島県文化財センター
白河館　まほろん
0248-21-0700

県南 10/13（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
15名

福島県文化財センター
白河館　まほろん
（白河市）

必要 1000円 福島県文化財センター
白河館　まほろん
0248-21-0700

県南 10/15（月）、11/16（金）、
12/7（金）
13:30～15:00

「働くことについて考えてみよ
う」

概ね35歳以下で「仕事ブランクが長い」「就職することに不安がある」
などの悩みを持つ方を対象に「働くこと」について改めて考え、長期
的な目標設定をすることで、「今何をしたらよいか」を考えたり、グ
ループワークでコミュニケーションを体感します。

概ね35歳以下で就職
についての悩みを持
つ方

ハローワーク白河
地下1階会議室
（白河市）

必要 無料 白河公共職業安定所
（ハローワーク白河）
0248-24-1256
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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

県南 10/16（火）、11/30（金）、
12/14（金）
13:30～15:00

ジョブショップ 再就職活動において、「何をしたらいいかわからない」「自分をアピー
ルできない」など自信をなくした方（概ね35歳以下）に長所探しや仕
事の棚卸をし、グループで話し合ってもらうことにより、前向きに就活
に取り組む第一歩とします。

概ね35歳以下で就職
についての悩みを持
つ方

ハローワーク白河
地下1階会議室
（白河市）

必要 無料 白河公共職業安定所
（ハローワーク白河）
0248-24-1256

県南 11/3（土）
9:30～19:00

古代の鉄づくり（番子体験） 製鉄炉で砂鉄を溶かし鉄をつくります。
番子（ばんこ）とは、たたら操業における送風職人です。操業の際に
シーソーに似た装置を足で踏み、炉に風を送ります。この番子を募
集します。

小学生以上
定員200名

福島県文化財センター
白河館　まほろん
（白河市）

必要
10/31まで

無料 福島県文化財センター
白河館　まほろん
0248-21-0700

県南 11/3（土）9:30～19:00
11/4（日）10:00～14:00

古代の鉄づくり（見学） 製鉄炉で砂鉄を溶かし鉄をつくります。
（11/3 製鉄炉の操業、11/4 製鉄炉の解体）

どなたでも 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 11/3（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
15名

福島県文化財センター
白河館　まほろん
（白河市）

必要 1000円 福島県文化財センター
白河館　まほろん
0248-21-0700

県南 11/9（金） 縄文土器づくり初級編 縄文土器作りに挑戦します。 小学生以上
16名

福島県文化財センター
白河館　まほろん
（白河市）

必要
11/9まで

材料費
100円

福島県文化財センター
白河館　まほろん
0248-21-0700

県南 11/13（火）
10:30～11:30

秋の特別子育て講座
～子どものために知っておきた
い救急法～

広域圏消防矢祭分署に講師を依頼し、乳幼児を持つ保護者を対象
とした子育て講座を開催します。

乳幼児を持つ保護者 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 12/2（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 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（金） 古代の印章をつくろう 世界で1つの自分の印章をつくります。 小学生以上
16名

福島県文化財センター
白河館　まほろん
（白河市）

必要
12/7まで

材料費
400円

福島県文化財センター
白河館　まほろん
0248-21-0700

県南 12/14（金） 家族で凧をつくろう 凧を作って凧上げをします。 小学生以上
家族10組

福島県文化財センター
白河館　まほろん
（白河市）

必要
12/14まで

材料費
300円

福島県文化財センター
白河館　まほろん
0248-21-0700

県南 12/14（金） 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
家族10組

福島県文化財センター
白河館　まほろん
（白河市）

必要
12/14まで

材料費
600円

福島県文化財センター
白河館　まほろん
0248-21-0700

県南 12/22（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
15名

福島県文化財センター
白河館　まほろん
（白河市）

必要 1000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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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

県南 開館日いつでも体験でき
ます。

勾玉・管玉づくり まほろん館内の個人向け体験メニューです。 どなたでも 福島県文化財センター
白河館　まほろん
（白河市）

不要 材料費
320～450円

福島県文化財センター
白河館　まほろん
0248-21-0700

県南 開館日いつでも体験でき
ます。

火おこしに挑戦しよう まほろん館内の個人向け体験メニューです。 どなたでも 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

会津 10/5（金）
12:30～16:55
（11:30受付開始）

第52回精神保健福祉東北大会
震災からの復興と子どもの心
～震災後の子ども達への支援
～

環境の変化に戸惑う子どもの学校不適応や不登校、放射能に関す
る親の育児不安などの問題が浮かび上がってきている中で、子ども
達が健康で安心して暮らせるよう、子どもと親の心のケアについて考
えます。

どなたでも 会津若松市文化セン
ター
（会津若松市）

必要 無料 福島県精神保健福祉協
会会津支部事務局（会
津保健福祉事務所内）
0242-29-5275

会津 10/10（水） 仮設住宅等における寺子屋 震災被災者の方々の心身のケアを目的として、子どもから高齢者ま
で地域の方が交流できる場をつくります。

どなたでも NPO法人寺子屋方丈舎
（会津若松市）

不要 無料 公益財団法人　福島県
老人クラブ連合会
024-523-2131

会津 10/11（木）、11/15（木）、
12/6（木）
9:30～11:30

のびのび教室 遊びの場・仲間作りの場、子育ての情報の場として、また、赤ちゃん
の健康に関すること、子育てで悩んでいることなど相談の場として開
催します。
【内容】・自由遊び、・絵本の読み聞かせ、・身体計測、・栄養相談な
ど

子育て中の方
その子供

会津美里町子育て支援
センター
「すくすくハウス」

不要 無料 会津美里町子育て支援
センター
「すくすくハウス」
0242-54-6648

会津 10/13（土）
13:00～14:30

平成24年度地域活性化セン
ター公開講座
「働く」とは何だろう？～中高短
大生向けのキャリア論～

「自分にとって『仕事』とはどんな意味があるのか」をテーマに公開講
座を開催します。
講師：会津大学短期大学部　平澤賢一教授

中高生・短大・大学
生を中心にどなたで
も

会津大学短期大学部
310教室
（会津若松市）

必要 無料 会津大学短期大学部
地域活性化センター
0242-37-2300

会津 10/15（月）
10:30～11:30

子育て講座
「みんなで絵を描こう！」

大きな紙に好きな絵を自由に描くなど、親子で楽しめるイベントを開
催します。

子育て中の方
その子供

会津美里町子育て支援
センター
「すくすくハウス」

必要
10/12（金）まで

無料 会津美里町子育て支援
センター
「すくすくハウス」
0242-54-6648

会津 10/16（火）
10:30～11:30

健康相談会 今秋より変わる予防接種について、保健師より説明を聞き、その後
全体での質疑応答を行います。

子育て中の保護者家
族、祖父母

どんぐり山保育園　子育
て支援センター
（会津若松市）

不要 無料 どんぐり山保育園
0242-28-0772

会津 10/25（木）、11/29（木）、
12/14（金）
9:30～11:30

のびのび教室 遊びの場・仲間作りの場、子育ての情報の場として、また、赤ちゃん
の健康に関すること、子育てで悩んでいることなど相談の場として開
催します。
【内容】・自由遊び、・絵本の読み聞かせ、・身体計測、・栄養相談な
ど

子育て中の方
その子供

会津美里町子育て支援
センター
「すくすくハウス」

不要 無料 会津美里町子育て支援
センター
「すくすくハウス」
0242-54-6648

会津 10/25（木）、11/16（金）
12/21（金）
10:00～11:30

ベビーマッサージ＆アロマテラ
ピーの子育てサークル

ベビーマッサージを通して、親が気分転換でき、ゆったりとした育児
をする楽しさを知る事が出来ます。また、子供をスタッフに預けて、ア
ロマの香りで癒されながら、アロマクラフト作り・ハンドマッサージなど
でリラックスできる月に1度の子育てサークル事業です。

未就園児親子、妊婦
各回10組

会津若松市南公民館
和室
（会津若松市）

必要 材料費あり にじいろ（代表佐治）
090-9633-7217

会津 10/27（土）
10:00～11:30

会津大学公開講座
「学校教育における情報モラ
ル」

便利なインターネットや携帯電話・スマートフォンにも多くな危険が潜
んでいます。実際のトラブルを例に、会津大学の学生と一緒に学び
ましょう。

中高校生以上 会津大学
講義棟2階中講義室M6
（会津若松市）

必要 無料 会津大学
0242-37-2510
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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 11/2（金）
16:00～17:00

人形劇
「たのきゅうのうわばみだいじ」

「劇団すぎのこ」による人形劇です。「たのきゅう」がうわばみと対決
する中で自分の特技を生かして窮地を脱出し、福徳を得るお話で
す。

2歳～5歳の子どもと
その保護者

すくすく園ひまわりルー
ム
（会津若松市）

必要 無料 社会福祉法人博愛会
すくすく園
0242-28-4131

会津 11/3（土）
10:00～15:00

ふくしま子育て応援ひろば2012 「ママにストレスフリーをプレゼント！＆子どもの仕事は遊ぶこと」を
テーマに、親子で楽しめるイベントを開催します。
・ママリフレッシュ（メイク・エステ・ハンドマッサージ等）
・室内遊び＆外遊び　など

どなたでも 猪苗代町総合体育館
（猪苗代町）

不要 無料（一部有
料のプログラ
ムあり）

ふくしま子育て支援ネッ
トワーク事務局
024-963-6092

会津 11/12（月）
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 11/15（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 11/19（月）
9:30～12:00

のびのび子ども広場 身体測定をおこない看護師による子どものかかりやすい病気の話を
聞きます。その後健康相談もおこないます。

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（火）
10:00～12:00

いも煮会 親子みんなで料理をし、おいしいいも汁を囲みながら、地域の親子
の交流をはかります。

地域の未就園児と保
護者

南町保育園地域子育て
支援センター
（会津若松市）

必要 250円 南町保育園
0242-27-1965

会津 11/21（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子どものかかりやすい病気の話を聞き
ます。その後、健康相談もおこないます。

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 11/22（木）、12/21（金）
10:30～11:30

子育て講座
※内容は未定

親子で楽しめるイベントを開催します。 子育て中の方
その子供

会津美里町子育て支援
センター
「すくすくハウス」

必要
11/21（水）まで

未定 会津美里町子育て支援
センター
「すくすくハウス」
0242-54-6648

会津 11/22（木）
15:00～16:30

子育て相談会 臨床心理士の先生を招いて、子供の成長に関することや、子育ての
不安や悩みについての相談会を開催します。

子育て中の方 会津美里町子育て支援
センター
「すくすくハウス」

必要
11/14（水）まで

無料 会津美里町子育て支援
センター
「すくすくハウス」
0242-54-6648

相双 10/21（日）、11/18（日）
（第3日曜日に開催）

もとまつり　Kids Circle（キッズ
サークル）

落ち着いた雰囲気の会場で、じっくり取り組むことができる工作や手
芸など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、保護者との交流を深めることを目的をして
実施します。

小学生及び未就学
児とその保護者

まちの駅　酩醸館
（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 11/17（土） 仮設住宅等における寺子屋 震災被災者の方々の心身のケアを目的として、子どもから高齢者ま
で地域の方が交流できる場をつくります。

どなたでも 未定
（南相馬市）

不要 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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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 11/29（木）
9:30～15:30

第３回相双地域子育てサポー
トチーム養成研修

子育て力の向上に向けた取組みや子育て不安や悩みを抱える保護
者等の支援を行うため、子育て・家庭教育支援に携わる相双地域の
人材を育成する研修会を開催します。

子育て・家庭教育支
援に携わる方、子育
て・家庭教育に関心
のある方

相馬市総合福祉セン
ター（はまなす館）

必要
11/22まで

無料 相双教育事務所
総務社会教育課
0244-26-1315

相双 12/8(土)
13:00～15:00

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、保護司・NPOキャリアデザ
イナーズの阿部紘和氏の講演と意見交換を行います。

どなたでも 相馬市コミュニティセン
ター
（相馬市）

必要 無料 福島県青少年育成県民
会議
024-546-0002

いわき 10/2（火）、10/16（火）
10:30～12:00

こみゅーんクラブ
母と子のサロン

ママ同士や助産師との情報交換、体重・身長測定もできます。
※10/16はこみゅーんクラブ会員限定日（お誕生日会）

子育て中の方 NPOこみゅーん事業所
（いわき市）

必要 無料 NPOこみゅーん事務局
0246-23-3303

いわき 10/3（水）、17（水）
13:50～15:00

妊産婦健康教室 マタニティ体操YOGA：妊娠やお産に役立つストレッチ、呼吸、瞑想を
通して心身を整えます。

妊産婦 ノブ・マタニティクリニック
多目的スタジオ
（いわき市）

必要 お問い合わせ
ください。

NPOこみゅーん事務局
0246-23-3303

いわき 10/3（水）、24（水）
10:00～11:30

こみゅーんクラブ
ハンドメイド

月替わりのテーマで可愛い小物を作成。＊10月：コサージュ 子育て中の方 NPOこみゅーん事業所
（いわき市）

必要 お問い合わせ
ください。

NPOこみゅーん事務局
0246-23-3303

いわき 10/5（金）
①9:30～10:30
②11:00～12:00

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？
②母乳の楽講：赤ちゃんにおっぱいをあげるのが楽しみになるお話

妊産婦 NPOこみゅーん事業所
（いわき市）

必要 お問い合わせ
ください。

NPOこみゅーん事務局
0246-23-3303

いわき 10/11（木）、25（木）
10:30～11:45

こみゅーんクラブ
ママ＆ベビー体操

赤ちゃんと一緒にストレッチ・有酸素運動で産後の体の回復＆るフ
レッシュ。

赤ちゃんとその母親 安盛会館（安濃胃腸科
内科医院内）
（いわき市）

必要 お問い合わせ
ください。

NPOこみゅーん事務局
0246-23-3303

いわき 10/17（水）
10:00～11:30

こみゅーんクラブ
ベビーマッサージ

植物オイルを使用して行う赤ちゃんへの愛情たっぷりマッサージ 赤ちゃんとその母親 NPOこみゅーん事業所
（いわき市）

必要 お問い合わせ
ください。

NPOこみゅーん事務局
0246-23-3303

いわき 10/18（月）
10:00～14:00

第12回助産師のなんでも相談
会

1 おっぱい相談や妊婦相談・育児相談など、なんでもご相談くださ
い。
2 タッチケア（ベビーマッサージ）・アロマハンドマッサージ・妊婦体
験・スリングの使い方・紙しばいなど、体験ワークショップをお楽しみ
下さい。

妊婦、子育て中の父
母、祖父母

いわき総合保健福祉セ
ンター
(いわき市）

不要 無料 一般社団法人福島県助
産師会
0246-34-5480

いわき 10/19（金）
①9:30～10:30
②10:30～12:30

妊産婦健康教室 ①骨盤のセルフケア：骨盤のゆるみをチャックしてメンテナンス方法
を学びましょう。
②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。

妊産婦 NPOこみゅーん事業所
（いわき市）

必要 お問い合わせ
ください。

NPOこみゅーん事務局
0246-23-3303

いわき 10/26（金）
10:00～12:00

こみゅーんクラブ
アレルギーっ子おうちごはん

卵・牛乳・小麦・大豆等の食物アレルギーのある子の為の料理教室
です。
＊メニュー：ごはん、鮭のホイル焼き、おさつ焼き、バナナ豆乳

子育て中の方 NPOこみゅーん事業所
（いわき市）

必要 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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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 10/28（日）
10:00～14:00
（②は11:30まで）

さん・SUN・お産 ①お結びバザール：子育てグッズをゆずりたい人とほしい人を結ぶ
バザーです。
②こみゅーん相談室：お産・母乳・骨盤・スリングなど、助産師が対応
します。

妊産婦、子育て中の
方

NPOこみゅーん事業所
（いわき市）

②は必要（定員
制）
※3日前までに要
予約

②は1家族
500円（会員
は無料）

NPOこみゅーん事務局
0246-23-3303

いわき 10/29（月）
10:00～11:30

さん・SUN・お産 ①お結びバザール：子育てグッズをゆずりたい人とほしい人を結ぶ
バザーです。
②薬草足湯（足浴）：7種類の薬草を煮出したお湯で、足湯を体験しま
せんか？

妊産婦、子育て中の
方

NPOこみゅーん事業所
（いわき市）

②は必要（定員
制）
※3日前までに要
予約

②は1人500
円

NPOこみゅーん事務局
0246-23-3303

いわき 11/27（火）
18:30～20:00
（受付18:00～）

明橋大二先生講演会
「笑顔が生まれるハッピーアド
バイス」

子育てハッピーアドバイスの著書で精神科医の明橋大二先生に「自
己肯定感の育て方」「震災における子どもたちの心のケア」について
お話いただきます。

子育て支援者、子育
て中の方

いわき産業創造館
（いわき市）

必要
申込10/17～
定員：200名

無料 公益財団法人　福島県
老人クラブ連合会
024-523-2131

いわき 12/27（木） 仮設住宅等における寺子屋 震災被災者の方々の心身のケアを目的として、子どもから高齢者ま
で地域の方が交流できる場をつくります。

どなたでも 楢葉町サポートセンター
「空の家」
（いわき市）

不要 無料 公益財団法人　福島県
老人クラブ連合会
024-523-2131

いわき 通年実施
月～金曜日（祝日除く）
9:00～16:00

こみゅーん助産院 妊婦健診、妊娠・出産・育児相談、授乳相談・ケア、搾乳機レンタル、
産後訪問などを行っています。

妊産婦、子育て中の
方

NPOこみゅーん事業所
（いわき市）

必要 お問い合わせ
ください。

NPOこみゅーん事務局
0246-23-3303

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」

　いわき市立幼稚園の施設設備を開放し、安心して遊べる場の提供
や親の子育て相談に応じます。

未就園児とその保護
者

各いわき市立幼稚園（高
坂幼稚園を除く）　18園
（いわき市）

不要 無料 いわき市教育委員会学
校教育課
0246-22-7542

全県 通年実施 小・中学校の食の安全教室 食の安全に関する基礎的な知識の学習機会を、小学生及び中学生
に対して提供することにより、健全な食生活を実践する能力を育みま
す。

小学生、中学生 派遣希望校 一般参加なし － 県庁食品生活衛生課
024-521-7245

全県 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。

派遣希望校の児童
及び教諭

派遣希望校 一般参加なし － 県庁食品生活衛生課
024-521-7245

全県 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 － 福島県青少年育成県民
会議
024-546-0002

全県 平成24年7月～平成25年3
月

仮設住宅入居者等への交通安
全啓発事業

県からの委託により、福島県交通安全母の会連絡協議会が仮設住
宅等を訪問し、仮設住宅等に入居している幼児や高齢者等に対し、
交通安全を呼びかける。

仮設住宅等入居者 県内各地 － － 福島県交通安全母の会
連絡協議会事務局
024-521-7158
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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

山形県 10/3（水）、17（水）
11/7（水）、21（水）
12/5（水）、19（水）

親子でプチ保養
すくすくたけの子

放射能の影響を不安に思う未就園児とその保護者をバスで米沢ま
で無料送迎し、自然の中で思う存分遊びます。月2回開催。
9時半福島発、13時半福島着。おやつ付きです。

未就園児とその保護
者

財団法人農村文化研究
所
（山形県米沢市）

必要 おやつ代
100円

青空幼児園たけの子
080-3347-7126

山形県 10/27（土）
11/17（土）
12/15（土）

たけの子自然学校 放射能の心配をせず、自然の中で思いっきり遊びましょう。
・10/27（土）ボーイスカウト福島第３団の協力を得てツリーハウスを
作ります。送迎は無料です。
・11月17日（土）落ち葉で遊ぼう、12月15日（土）冬の生き物

18歳未満の子どもと
その保護者

財団法人農村文化研究
所
（山形県米沢市）

必要 大人1人
500円

青空幼児園たけの子
080-3347-7126

新潟県 10/19（金）、11/16（金）、
12/7（金）
9:30～11:30

ふくしまママサロン 新潟に避難されてきたママや子どもたちが集うサロンです。おも
ちゃ、絵本を用意してお待ちしております。

新潟に避難されてい
る親子

秋葉区新津健康セン
ター
（新潟県新潟市）

不要 無料 新津子育て支援センター
育ちの森
0250-21-4152

東京都 10/23（火）
10:30～15:00

ままカフェ＠TOKYO ちょっと出かけてみませんか？都内おでかけマップなど、情報いろい
ろあります！ヨガをしたりマッサージを受けたり、な～んでもない話を
したり…親子でゆったりとした時間を過ごしましょう！

東京に避難されてい
る親子

戸塚地域センター
７階多目的ホール
（東京都新宿区）

不要 無料 NPO法人せたがや子育
てネット
090-9957-1562

埼玉県 11/23(金）
10:00～16:00

ふくたま結（Yui）プロジェクト 埼玉に避難されてきたママや子どもたちの交流イベントです。託児も
ありますので、ゆっくり話したり、日頃の悩みを相談したりしましょう。

埼玉に避難されてい
る親子

埼玉会館
（埼玉県さいたま市）

不要 無料 東日本中央子ども支援
センター福島窓口
024-573-0150

埼玉県 11/24(土）
10:30～15:30

ふくたま結（Yui）プロジェクト 埼玉に避難されてきたママや子どもたちの交流イベントです。託児も
ありますので、ゆっくり話したり、日頃の悩みを相談したりしましょう。

埼玉に避難されてい
る親子

ヌエック（国立女性教育
会館）
（埼玉県嵐山市）

不要 無料 東日本中央子ども支援
センター福島窓口
024-573-0150

170 事業

16


