
令和３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

福島市 ベビーままカフェ 11月16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

2

福島市 キッズままカフェ 11月18日（木）
11月25日（木）
10時00分～11時30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

3

福島市 家庭教育支援者地区別研修会 11月18日（木）
13時00分～16時00分

「メディア（SNS)コントロールの在り方について」をテーマに講義や演
習を実施する予定

家庭教育支援者
家庭教育支援に関
心がある方

福島県青少年会館
第2研修室

事前申込制

県北教育事務所
HPに申込書掲載
予定

無料 福島県教育庁県北教育
事務所総務社会教育課
024-521-2814

4

福島市 親子リトミック 11月17日（水）
10時00分～11時00分

音楽に合わせて楽しく体を動かします。 支援センター利用登
録者

おかやま子育て支援セ
ンター　ホール

要 無料 おかやま子育て支援セ
ンター
024-535-8846

5

桑折町 子育て支援センター
「ベビールーム」

原則
毎週月曜日・木曜日
10時00分～11時30分

　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。

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
024-582-6045

6

桑折町 子育て支援センター
「キッズひろば」

原則
毎週水曜日・金曜日
10時00分～11時30分

　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。

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
024-582-6045

7

桑折町 子育て支援センター
「ベビールーム」
ベビーダンスdeあそぼ

11月19日（金）
10時00分～11時30分

赤ちゃんを抱っこして、親子で楽しく体を動かし、親子のコミュニケー
ション＆リフレッシュをします。

子育て支援センター
登録済みのお子さん
（首が完全にすわっ
ている）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！」

要
※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
024-582-6045

8

桑折町 母親クラブ 11月16日（火）
10時00分～11時30分

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、お楽しみ会等を実施します。

就園前のお子さんと
その保護者

桑折町児童館 不要
※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

9

国見町 ニコニコ相談会 11月17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、保健師による子育て
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 要 無料 国見町　ほけん課
024-585-2783

10

国見町 親子クッキング教室 11月27日（土）予定
9時30分～13時00分

町内の小学生親子を対象に、主食・主菜・副菜をそろえたバランス
の良い食事について調理実習を行う。

町内の小学生親子 観月台文化センター 要 無料 国見町　ほけん課
024-585-2783

11

川俣町 子育てほっとステーション 11月19日（金）
13時30分～15時00分

子育て中の親子の交流の場として、週3回実施
11月月1のイベントで「子育て講演会」を実施

子育て中の方 川俣町大作集会所 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

1



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

12

川俣町 子育てお話し会 11月22日（月）
9時30分～11時30分

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

川俣町大作集会所 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

13

石川町 赤ちゃん広場・屋内遊び場事
業

開設時間：10時00分～16
時00分
定休日：毎週火曜日、年
末年始

明るく開放的な空間で、親子が触れ合える場所です。スタッフが常
駐し、育児について相談したり、子供の成長を一緒に見守っていま
す。定期的に、親子で楽しめるイベントも実施しています。

未就学児とその保護
者

いしかわスキッズ広場 不要 無料 いしかわスキッズ広場
0247-26-9150

14

石川町 子育て相談会 11月19日（金）
11月26日（金）
各10時30分～11時30分

町の保健師や栄養士が担当して、妊娠・出産・育児、食事やしつけ
等に関する相談会を開催します。

子育て中の方 いしかわスキッズ広場 不要 無料 いしかわスキッズ広場
0247-26-9150

15

三春町 コミュタンラボ
「風力発電を体験しよう」

11月13日（土）
11月14日（日）

風力発電の仕組みや風力発電で作れる電気の量を、風力発電キッ
トやペットボトルでつくった風車で実験しながら確かめます。
（新型コロナウイルス感染症感染症の影響により、中止とする場合
があります。詳細はコミュタン福島HPをご確認ください。
（https://www.com-fukushima.jp/））

制限なし 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 環境創造センター交流
棟「コミュタン福島」
0247-61-5721

16

三春町 コミュタンクラフト
「引き合って宙に浮く不思議な
形をつくろう！」

11月21日（日）
11月23日（火）

３点以上の力のバランスにより、弾力性に富み、安定した構造の立
体を作ってみましょう。（新型コロナウイルス感染症感染症の影響に
より、中止とする場合があります。詳細はコミュタン福島HPをご確認
ください。（https://www.com-fukushima.jp/））

小学３年生以上
(低学年は保護者同
伴が望ましい)

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 環境創造センター交流
棟「コミュタン福島」
0247-61-5721

17

三春町 コミュタンチャレンジ
「ロボットプログラミング教室」
～ライントレースしてみよう～

11月21日（日）
11月23日（火）

レゴマインドストームを使用してプログラミングを体験します。課題を
クリアするロボットの動作を考えます。（新型コロナウイルス感染症
感染症の影響により、中止とする場合があります。詳細はコミュタン
福島HPをご確認ください。（https://www.com-fukushima.jp/））

小学３年生以上 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 環境創造センター交流
棟「コミュタン福島」
0247-61-5721

18

三春町 テーブルサイエンス
「偏光板でステンドグラスをつく
ろう！」

11月27日（土）
11月28日（日）

半透明シートにセロハンテープを重ねて貼り付け、偏光板のあいだ
に挟んで回転させると、ステンドガラスのような美しい模様が！
光の屈折について楽しく学びます。（新型コロナウイルス感染症感染
症の影響により、中止とする場合があります。詳細はコミュタン福島
HPをご確認ください。（https://www.com-fukushima.jp/））

制限なし 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 環境創造センター交流
棟「コミュタン福島」
0247-61-5721

19

三春町 子育て相談日 11月16日（火）
①9時10分～10時10分
②10時30分～11時30分

　公認心理師が子育てのこと、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。

町内在住の子育て
中の保護者等

三春町役場１階相談室 要 無料 三春町子育て支援課
0247-62-0055

20

三春町 出前おはなし会 11月17日（水）
11時00分～

　図書館のスタッフにより、楽しい絵本の読み聞かせやお話をしま
す。

町内在住の就学前
のお子さんと保護者

三春町子育て支援セン
ター

無 無料 三春町子育て支援セン
ター
0247-62-0555

21

三春町 たのしいせいさく 11月19日（金） 　親子で季節のせいさくを自由に作って楽しみます。 町内在住の就学前
のお子さんと保護者

三春町子育て支援セン
ター

無 無料 三春町子育て支援セン
ター
0247-62-0555

22

三春町 のびのびの日 11月26日（金）
10時00分～12時00分

　お子さんの身長・体重を測定して成長を確認したり、心配なことが
あれば保健師に相談することができます。
　また、離乳食講座の時間もあり、栄養士から具体的に話を聞くこと
ができます。

町内在住の０～１歳
くらいまでのお子さん
と保護者

三春町子育て支援セン
ター

無 無料 三春町子育て支援セン
ター
0247-62-0555

23

小野町 おやこの食育教室 11月18日（木）
10時00分～12時00分

子どもの発育・発達に合わせた食育に関する調理実習、講話、相
談、親子の交流。

就学前の幼児とその
家族

小野町子育て支援課 要 1家族100円 小野町子育て支援課
0247-72-2212
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24

小野町 親子ふれあい教室 11月25日（木）
10時00分～12時00分

親子が気軽に集う場の設定と子育てに関する情報交換や地域の支
援者等との交流。

就学前の幼児とその
家族

小野町子育て支援課 要 無料 小野町子育て支援課
0247-72-2212

25

会津若松市 パパがまんなか！イクメンセミ
ナー

11月20日（土）
10時00分～11時30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

會津稽古堂
（会津若松市）

要 無料 福島リビング新聞社郡
山支社
024-934-6120

26

会津若松市 子育て支援センター「すきっぷ」　
親子交流ひろば

11月18日（木）
9時30分～11時00分
14時00分～15時30分
（午前と午後入れ替え制と
なります。）

・親子であそび場コーナーで自由に遊んだり、情報交換をします。
・看護師による身体測定（身長・体重）をします。
・絵本の貸し出し

未就学児と保護者 会津若松市河東保健セ
ンター

前日までの申し
込みが必要

無料 会津若松市広田保育所
子育て支援センター
0242-93-5510

27

会津若松市 「会津若松市子育て世代包括
支援センター」の普及啓発

11月14日（日）～11月27日
（土）

子育て週間の機会を利用して、「会津若松市子育て世代包括支援
センター」についてポスター掲示を市内民間商業施設へ依頼し、相
談窓口の情報提供等周知を図る。

一般市民 市内民間商業施設
(ポスター掲示）

不要 無料 会津若松市健康増進課
0242-39-1245

28

会津若松市 子育て交流広場「ばんびクラ
ブ」動いて遊ぼう

11月17日（水）
10時00分～11時30分

大型積み木の上を登り降りしたりボールで遊んだり体育館で自由に
体を動かして遊びます。

1歳以上児とその保
護者

ふれあい体育館メインア
リーナ

要 無料 中央保育所子育て支援
センター
0242-28-6926

29

会津若松市 子育て交流広場「ばんびクラ
ブ」絵本講座

11月24日（水）
10時00分～11時30分

図書館司書の方が、絵本の読み聞かせの大切さや楽しい絵本の紹
介をしてくれます。

1歳以上児とその保
護者

ふれあいハウス 要 無料 中央保育所子育て支援
センター
0242-28-6926

30

会津若松市 離乳食体験 11月15日～11月27日（日
祝を除く）

当園の栄養士がお子様に合わせた離乳食をご用意します。実際に
試食しながら、作り方や今後の進め方等を相談することができま
す。

離乳食を開始された
お子様と保護者の方

やまがみらいこども園 要 無料 やまがみらいこども園
0242-27-1647

31

会津若松市 わらべうたであそびましょう 11月15日～11月26日
11時00分～11時30分

手遊び顔遊びなどわらべうたで触れ合いながら、親子でコミュニケー
ションをとって遊びます。
※新型コロナウイルス感染拡大状況により、変更する場合がありま
す。

0～3歳の親子、祖父
母、妊婦さん

支援センター「なのは
な」

要 無料 どんぐり山こども園
0242-28-0772

32

会津美里町 子育て講座「もちつきごっこを
楽しもう!!」

11月16日（火）
10時30分～11時30分

お友達と一緒にもちつきごっこやゲームを楽しみます。 未就園児とその保護
者

会津美里町子育て支援
センター　すくすくハウス

要 50円 NPO法人子育てネット
ワーク・ぽけっと
0242-54-6648

33

南会津町 令和３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13日（土）
10時00分～15時50分
※受付9時40分

①親子で体験（コース別ものづくり教室等）
②講演　 喜多方市家庭教育支援チームもも　幸田久美子氏
③情報交換　家庭教育支援南会津の会
※希望により託児可能

家庭教育に関心の
ある方

南会津町
御蔵入交流館

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

1,000円程度
①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

34

只見町 子どもクラブ子育てひろば
親子教室

11月27日（土）
9時30分～12時00分

「親子のコミュニケーションにもきっとコツがある」
家族での気持ちのやり取りや日常の様々な出来事から幸せを感じ
る心の在り方、コミュニケーションの基となる言葉のエッセンスが満
載の講演会を開催します。

町内の小学生児童と
保護者

只見振興センター
（只見町）

要 無料 特定非営利活動法人た
だみコミュニティクラブ
0241-86-2671

35

南相馬市 健康レシピ食育料理教室 11月20日（土）
9時30分～14時00分

相双地区の親子を対象に、地場産物を活用したメニューの調理実
習を行うととも、地元生産者の方から地場産物に関する講義を受け
る。

相双地区の親子
（小・中学生）

南相馬市
万葉ふれあいセンター

要 無料 福島県教育庁健康教育
課
024-521-8409
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36

楢葉町 はじけるあそびば　アソヴィレッ
ジ！

11月14日（日）
11月20日（土）
11月21日（日）
11月23日（火）
11月27日（土）
10時00分～12時00分、
13時00分～16時00分
（最終受付15時30分）
（※11月14日～11月27日
までの開催日のみ抜粋）

Ｊヴィレッジに子どもから大人まで遊べる遊具を設置し、子どもが両
親や祖父母と楽しく身体を動かせるイベントを開催しています。

どなたでも Ｊヴィレッジ雨天練習場
（楢葉町）

不要 無料 アソヴィレッジ！事務局
024-934-7410
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