
令和４年度「子育て週間」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 通年
（四半期ごとに認証）

福島県次世代育成支援企業認
証制度

女性の活躍推進や、仕事と育児・介護を両立できる環境づくりに積
極的に取り組む企業を認証する。

企業 － 最寄りの県地方
振興局に申請

無料 福島県雇用労政課
024-521-7289

2

1 県北 11/19(土)
14時00分～16時00分

福島の森と木の親子体験オン
ライン教室2022
（主催：林野庁、後援：福島県）

福島の森の現況、きのこの育ち方（なめこ栽培キットで栽培収穫体
験）やきのこ生産者の仕事について学びます。
福島の森で採れた木の端材を使って、木の特徴や魅力を学びなが
ら木工体験を行います。

小学校中学年以上
の家族

オンライン 必要(WEB申込)
締切：
10/13(木)17時募
集人員達した場
合は受付終了

無料 全国林業改良普及協会
シンポジウム事務局
03-3584-6625

3

1 県北 福島市 11/15（火）
10:00～11:30
（原則毎月第１・３・５火曜
日開催）

ベビーままカフェ 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。助産師に妊娠・出産・赤ちゃんの相談もで
きます。
※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

4

1 県北 福島市 11/22（火）
10:00～11:30
（原則毎月第４火曜日開
催）

ベビーマッサージ 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。助産師に妊娠・出産・赤ちゃんの
相談もできます。
※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

5

1 県北 福島市 11/17（木）、11/24（木）
10:00～11:30
（原則毎週木曜日開催）

キッズままカフェ 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。相談員
に育児相談もできます。
※午後１時～４時は相談員による個別相談も行います。

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

6

1 県北 福島市 11/20（日）
10:00～12:30

育パパセミナー 助産師によるお話、ベビーマッサージ、意見交換・個別相談会を行う
ほか、楽しいおひるねアート体験も行います。

生後２ヵ月～１歳ぐら
いまでのお子さんと
パパを含むご家族、
プレパパ・プレママ

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

7

1 県北 福島市 11/16（水）
10:00～11:30

12周年お祝い会 2010年11月16日にさくら子育て支援センターは誕生しました。みん
なで12才になるセンターのお祝いをしましょう。

0才児～就学前の親
子6組

さくら子育て支援セン
ター

要 無料 さくら子育て支援セン
ター
024-563-7222

8

1 県北 福島市 11/23（水・祝）
午前の部
10時00分～11時00分
午後の部
13時15分～14時15分

親子で体験！里山の魅力ふれ
あいプロジェクト
「県北地方の果物を使ってオリ
ジナルグラノーラをブレンドしよ
う！」

県北地方の果物を使った取り組みについてお話しするとともに、県
北地方の果物を使ったオリジナルグラノーラづくりのワークショップ
を実施します。

県北地方在住の小
学校３～６年生とそ
の保護者

福島市写真美術館 要 こども１人
５００円

Hithere合同会社
090-9308-9461

10

1 県北 福島市 11/24（木）
10:00～11:00

ベビーマッサージ 講師の先生と一緒にベビーマッサージを行います。親子でゆったり
とスキンシップを楽しみましょう。

0歳児親子・妊娠中
の方

おかやま子育て支援セ
ンター

要 無料 おかやま子育て支援セ
ンター
024-535-8846

11 ×

1 県北 伊達市 11/9（水）～11/16（水）内3
日

遊びの集い 0、1、2歳児が学年毎に親子で集い、親子でふれあい遊びをしたり、
運動遊びをしたり、ステージ上で歌を披露したりします。

本園の在園児 認定こども園　伊達こど
も園

要 無料 認定こども園　伊達こど
も園
024-583-2355

12 ×

1 県北 伊達市 11/10（木）、11/17（木）
11:40～12:00

英語あそび活動 イギリス人のルパカ・エディ先生をお招きして、絵カードやタブレット
端末を使用して異文化交流を図っています。時には、エディ先生の
ウクレレ演奏でダンシングをして楽しんでいます。この事業は、毎週
実施しています。

保原北子育て支援
センター登録者

認定こども園大田　保原
北子育て支援センター

不要 無料 認定こども園大田
024-529-7611

1



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

13 ×

1 県北 伊達市 11/15（火）
9:30～11:30

音楽療法⑧ 音楽療法士の近藤美智子先生を講師にお招きして、脳科学に基づ
いた音楽遊びを実施しています。年齢別0、1、2歳児のグループに
分かれ、年齢的な発達段階に応じた楽器の提供や視覚表示を用い
て30分のセッションを実施しています。この事業は毎月実施していま
す。

保原北子育て支援
センター登録者

伊達市　大田地区交流
館

不要 無料 認定こども園大田
024-529-7611

14

1 県北 桑折町 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。

町内在住の生後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！」

要（新型コロナウ
イルス感染症対
応のため）

無料 子育て世代包括支援セ
ンターすくすく
024-582-6045

15

1 県北 桑折町 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。

町内在住の１歳６カ
月頃のお子さんから
就園前までのお子さ
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！」

要（新型コロナウ
イルス感染症対
応のため）

無料 子育て世代包括支援セ
ンターすくすく
024-582-6045

16

1 県北 桑折町 毎週金曜日
13:00～17:00

すくすくの日（育児相談） 乳幼児の身長・体重を測定し、お子さんの発育を確認するほか、専
門職（保健師、助産師、栄養士、保育士）による育児相談を行ってい
ます。

町内在住の乳幼児と
その保護者

桑折町役場　健康福祉
課

要（新型コロナウ
イルス感染症対
応のため）

無料 子育て世代包括支援セ
ンターすくすく
024-582-6045

17

1 県北 桑折町 11/15（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、お楽しみ会等を実施します。

町内在住の就園前
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

18

2 県中 天栄村 11/16（水）
10:00～11:30

なかよしくらぶ 親子を対象とした育児くらぶです。11月のテーマは「運動遊び」で
す。みんなで仲良く活動しましょう♪
※新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、中止となる場合があ
ります。

1歳6か月～3歳児と
その保護者

天栄村健康保健セン
ター

要 100円 天栄村役場
0248-82-3800
0248-94-8730

19

2 県中 玉川村 11/24（木）
10:00～11:00

すくすくクラブ こども園の先生による触れ合い遊びや子育て相談を実施予定。 玉川村居住の０歳児
～就園前のお子さん

玉川村保健センター 必要
開催日の１週間
前までに

無料 玉川村保健センター
0247-37-1024

20

2 県中 三春町 11/16（水）
11:45～12:00

出前おはなし会 子育て支援センターに図書館のスタッフが来て、楽しい絵本の読み
聞かせやお話をします。

就学前のお子さんと
保護者

三春町子育て支援セン
ター

不要 無料 三春町子育て支援セン
ター
0247-62-0555

21

2 県中 三春町 11/18（金）
9:10～10:10
10:30～11:30

子育て相談日 子どもへの関わり方や子どもの言動の意味など、子育てに関する悩
みを公認心理師に相談することができます。

どなたでも 三春町役場1階相談室 要 無料 子育て支援課母子保健
グループ
0247-62-0055

22

2 県中 三春町 11/24（木）
13:30～15:00

プレママ・パパカフェ お産の進み方や、抱っこの仕方、授乳、オムツ交換など、病院の助
産師さんから直接学ぶことができる、両親学級です。

プレママ、プレパパ 三春町保健センター 要 無料 子育て支援課母子保健
グループ
0247-62-0055

23

2 県中 三春町 11/24（木）
9:00～16:30（終日）

たのしいせいさく 親子で季節の製作を自由に作って持ち帰ります。 就学前のお子さんと
保護者

三春町子育て支援セン
ター

不要 無料 三春町子育て支援セン
ター
0247-62-0555

24

2 県中 三春町 11/25（金）
10:00～12:00

のびのびの日 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
れば保健師や栄養士に相談したりすることもできます。

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

不要 無料 三春町子育て支援セン
ター
0247-62-0555

25

2 県中 小野町 11/17（木）、11/24（木）
10:00～12:00

親子ふれあい教室 就学前の子どもとその家族の遊びの教室。 就学前の子どもとそ
の家族

小野町子育て世代包括
支援センター分館

要 無料 小野町子育て支援課
0247-72-2212

26

2 県中 小野町 11/25（金）
10:00～12:00

おやこの食育教室 就学前の子どもとその家族を対象に食事や離乳食についての相談
を実施。

就学前の子どもとそ
の家族

小野町子育て支援課
キッズルーム

要 1家族100円 小野町子育て支援課
0247-72-2212
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27

3 県南 白河市 11/13（日） こどものための収穫祭　
オペラ「タング-まほうをかけら
れた舌-+うたのステージ」
出演　オペラシアターこんにゃく
座

白河文化交流館コミネスでのオペラ公演
以下、コミネス通賃より抜粋
「父のカレーレストランを継いだ少年は、なんと味音痴。味の妖精タ
ングが現れ魔法をかけられると、、、。生の歌声とピアノ演奏にパ
フォーマンスも加わり、躍動感あふれる舞台をお届けします。」

一般
子ども

コミネス小ホール 不要 一般1,500円
子ども500円

コミネス
0248-23-5300

28

3 県南 白河市 11/22（火）
第1部　9：30～10：25
第2部　10：40～11：25

脳と体と心を育む遊びの教室
Ｂａｂｙ Ｈａｐｐｙ　Ｒｏｏｍ

遊ぶことには意味がある！子どもの発達にとって遊びはなくてはな
らないもの。遊びの中でたくさんのことを学び、成長し、豊かな心を
育みます。

1歳児健診後～1歳6
か月健診までのお子
さん

中央保健センター 要 無料 こども支援課母子健康
係
0248-27-2113

29

3 県南 白河市 11/20（日）～11/22（火） 「小さないのちの写真展～小さ
なキセキを未来へ～」世界早産
児デーinふくしま

11月17日は「世界早産児デー」です。早産についての認識を高める
ため、より多くの方に知っていただくために写真展を開催します。こ
の機会に早産で小さく生まれた赤ちゃんの成長と団体の活動を知っ
ていただき、早産への理解が深まることを目的としています。

どなたでも 白河市立図書館 不要 無料 Nっ子ちゃん
090-8423-9181

30

４ 会津 会津若松
市

11/18（金）～11/20（日） メディア芸術作品展覧会
「FUKUSHIMA Next Creators 
Challenge 2022」

県内の青少年が制作したデジタルアート作品（静止画・動画）の公募
展覧会です。VR技術を楽しめる体験ブースも設置します！

どなたでも スマートシティAiCT交流
棟（会津若松市）

不要 無料 福島県文化振興課
024-521-7154

31

４ 会津 会津若松
市

11/18（金）、11/25（金）
10:00～12:00

助産師による母子健康相談 助産師に母乳についての相談や赤ちゃんの身長・体重測定ができ
ます。また、お母さん・赤ちゃんの健康相談はもちろんのこと、出産
を控えた妊婦さんの相談もお受けします。

0・1・2歳の親子及び
妊娠中の方

南町こども園地域子育
て支援センター

不要 無料 南町こども園
0242-27-1965

32

４ 会津 会津若松
市

11/14（月）～11/26（土）
（日祝を除く）

離乳食体験 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

社会福祉法人にじの花
やまがみらいこども園

要 無料 社会福祉法人にじの花
やまがみらいこども園
0242-27-1647

33

４ 会津 会津若松
市

11/14（月）～11/18（金） 親子でふれあうわらべうたあそ
び

手遊び・顔あそびなど親子で遊べるわらべうたを紹介します。 0～3歳の親子
祖父母
妊婦さん

支援センター「なのは
な」
※会場変更あり

要 無料 どんぐり山こども園
0242-28-0772

34

４ 会津 喜多方市 11/13（日）
10：00～16：00

ママOFFデー～いつも頑張って
いるママたちに休日をプレゼン
ト～

ファミリーサポート事業提供会員による集団託児を無料で行いま
す。
＜タイムテーブル＞
10：00お預り　-　10：30おやつ　-　11：00手遊びうた・紙芝居　-　11：
45昼食　-　12：30お昼寝　-　14：30絵本の読み聞かせ・アンパンマ
ン体操　-　15：00おやつ　-　16：00終了

喜多方市在住の生
後６カ月から３歳ま
での乳幼児10名（申
し込み多数の場合は
抽選）

アイデミきたかた内
子育て支援ルーム

要 無料 きたかた子育てサポー
ト・センター
080-6046-0856

35

４ 会津 喜多方市 11/19（土）　２回公演
①14：00～14：30
②15：00～15：30

楽しいよ！布で作った紙芝居
「なにぬの屋」公演

４月にオープンしたひとづくり・交流拠点複合施設アイデミきたかた
内の子どもの生活学習支援ルームのアットホームな雰囲気の中で、
芸術鑑賞会を行います。

喜多方市内の子ども
（各回定員30名）

アイデミきたかた内
子どもの生活学習支援
ルーム

不要
（当日先着順）

無料 子どもの居場所れんが・
にじ
090-2954-4735

36

４ 会津 喜多方市 11/19（土）　・20(日)
両日とも第１～４クール

子育て週間イベント「当ててか
わして！大玉転がしドッジボー
ル」

屋内子ども遊び場めごぷらざで、転がしドッジボール大会を開催しま
す。ボールをよく見て逃げたり、避けたりすることで集中力、瞬発力
が育ちます。まだドッジボールができない子でも転がすだけでOK。
大きい子も小さい子も大人も一緒に楽しみましょう。

屋内子ども遊び場め
ごぷらざ利用者

アイデミきたかた内
屋内子ども遊び場めご
ぷらざ

不要 無料（利用料
は含まず）

屋内子ども遊び場めご
ぷらざ
0241-23-6101

37

４ 会津 喜多方市 11/13(日)～11/26（土）
第１～４クール
※11/22（火）は休館日

子育て週間イベント「親子で挑
戦！ちょっとかわった運動遊
び」

屋内子ども遊び場めごぷらざで、「アクティブチャイルドプログラム」
による親子でできる簡単な運動遊び教室を実施します。

屋内子ども遊び場め
ごぷらざ利用者

アイデミきたかた内
屋内子ども遊び場めご
ぷらざ

不要 無料（利用料
は含まず）

屋内子ども遊び場めご
ぷらざ
0241-23-6101

38

４ 会津 喜多方市 11/17（木）
10:00～11:30

お絵描きを楽しもう 様々な素材で自由に絵を描く事、色を楽しむ事、感覚遊びも取り入
れた活動
＊クレヨン、ペン、フィンガーペイントを大きな用紙に思い切り描きま
す。センサリーバッグを使った色遊び、感覚遊びも用意しています。

1歳児～就学前 塩川のびやか保育園　
園内　子育て支援室

不要 無料 塩川のびやか保育園
0241-28-1150

39

４ 会津 喜多方市 11/16（水）
10:00～10:30

きらり広場「新聞紙で遊ぼう！」 新聞紙をビリビリやぶいて新聞紙のプールを作って遊びます♪
保育園のお友達と一緒に、大盛り上がりのイベントです！！

1～2歳 きらり保育園－塩川ドレ
ミ－

要 無料 きらり保育園－塩川ドレ
ミ－
0241-23-7571

3
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40

４ 会津 喜多方市 11/18（金）
9:30～10:30

きらり広場「ハンバーグを作ろ
う！」

きらり保育園で毎月行っている食育デーにご招待♡
生地をコネコネして、お好きな形のハンバーグを作ってネ！

1～3歳 きらり保育園－塩川ドレ
ミ－

要 無料 きらり保育園－塩川ドレ
ミ－
0241-23-7571

41

４ 会津 喜多方市 11/25（金）
19:00～20:00

喜多方市子ども劇場第176回
例会「おっきいのとちっちゃい
のいっしょにあそぼ！」けんけ
んくじら・なにぬのやこ公演

「おっきいのとちっちゃいのいっしょにあそぼ！」おっきい、けんけんく
じらさんと、ちっちゃい、なにぬのやこさんと、楽しい親子の時間を過
ごしませんか。「いっしょにあそぼ！」「いいよ！」の掛け合いで始ま
る優しい時間です。舞台鑑賞が初めてのご家族にも、きっと素敵な
時間になりますよ。当日、子ども劇場の会員登録をしてくだされば鑑
賞できます。

幼児から大人　どな
たでも

喜多方市　岩月交遊館
ホール

不要 4歳以上は会
員登録が必
要：入会金
200円、月会
費800円、4歳
未満無料

特定非営利活動法人　
喜多方子ども劇場
090-7934-3452

42

４ 会津 会津美里
町

11/16（水）
高田地域：9時30分～10時
30分
本郷・新鶴地域　10時30
分～11時30分

ミルキー教室 ・離乳食・栄養相談
・保護者の交流の場
・子育て悩み相談の場
・身体計測

０～1歳児のお子さ
ん

会津美里町保健セン
ター

不要 無料 会津美里町役場健康ふ
くし課健康増進係
（0242）55-1145

43

４ 会津 会津美里
町

11/18（金）
10:30～11:30

子育て講座「親子でもちつき
ごっこ」

お友達と一緒にもちつきごっこやゲームを楽しみます。 会津美里町在住の
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 無料 NPO法人子育てネット
ワーク・ぽけっと
0242-54-6648

44

５ 南会津 只見町 11/26（土）
9:00～12:00

親子教室 親子で参加する科学実験教室を開催し、親と子の交流の場をつくり
ます。

小学生及びその保
護者

只見町只見振興セン
ター

必要 無料 只見町教育委員会生涯
学習係
０２４１－８２－５３２０

45

7 相双 相馬市 11/26（土）
9:00～12:00

子ども駅伝競走大会 市内道路を活用した駅伝大会 相馬市内の
幼稚園・保育園児
小中学生
一般（高校生含む）

相馬市民会館
田町及び馬陵通り

要 無料 教育委員会生涯学習部
生涯学習課
0244-37-2278

46

7 相双 南相馬市 11/１９（土）
10:00～15:00
（アンパンマンショーの
み16時終了）

こども未来フェスティバル 　南相馬市こども・子育て応援条例制定記念イベントとして、南
相馬市の子育て情報の紹介やご家族でお楽しみいただけるイ
ベントが満載です。

　　・こども・子育て応援条例制定記念セレモニーの開催
　　・保育園・幼稚園等の入園相談ブース
　　・市内のこどもダンスサークルやマーチングバンド等の発表
会
　　・アンパンマンショー
　　・豪華景品もあたる！？子育て応援スタンプラリー
　　・南相馬市立博物館出張ワークショップ　
　　・VR体験
　　・フードコーナー　等々

どなたでも 南相馬市民文化会館
（ゆめはっと）、野馬追
通り銘醸館

アンパンマン
ショー観覧には
事前申込が必
要です。

無料 こども家庭課
0244-24-5215

47

7 相双 南相馬市 11/15（火）
10:00～11:00

にこにこ広場「秋の公園散
策」

親子で地元の公園を散策しながら、木の実拾いなど秋の自然
を楽しみます。

満１歳児から就学
前までのお子様と
ご家族（祖父母と
孫の組合せでも
可）

まるさんあったまるス
タジアム（原町運動公
園）

必要（先着順）
問合せ先に電
話

無料 原町子育て支援セン
ター
0244-24-4558

48

7 相双 南相馬市 11/26（土）
9:30～14:00

健康レシピ食育料理教室 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

49

7 相双 楢葉町 11/19（土）
10:30～15:30

Jヴィレッジから広がる県民健
康増進業務
（イベントタイトル：はじけるあそ
びば　アソヴィレッジ！）

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ます。

どなたでも Ｊヴィレッジ 不要 無料 アソヴィレッジ！事務局
０２４－９３２－２２０２

50

7 相双 楢葉町 11/19（土）、11/20（日）
10:00～16:00

Jヴィレッジから発信するカーボ
ンニュートラル啓発業務
（イベントタイトル：あそべ⚽あ
つまれ！ゼロカーボンフェスinJ
ヴィレッジ）

Ｊヴィレッジで子どもから大人までカーボンニュートラルについて学
べるイベントを開催します。
カーボンニュートラルにかかるパネルの展示、ステージイベント、
ゲーム、工作、身体を動かすコンテンツや水素・電気自動車の展示・
試乗等を実施予定です。

どなたでも Ｊヴィレッジ全天候型練
習場

不要 無料 あそべ⚽あつまれ！ゼ
ロカーボンフェスin Jヴィ
レッジ事務局
090-5553-7380

4
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51

7 相双 飯舘村 11/15（火） 七五三参り 千歳飴を持って、参拝し、宮司さんのお話を聞きに行きます。 5歳児 綿津見神社 無 無料 飯舘村教育委員会
0244-42-1631

52

7 相双 飯舘村 11/24（木） はななし会 絵本の読み聞かせ 3～5歳児 までいの里のこども園 無 無料 飯舘村教育委員会
0244-42-1631
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