
【県北】平成26年度「子育て支援を進める県民運動」関連事業一覧

1

日時

対象者

会場

事前申込み 参加料

問い合わせ先

2

日時

対象者

会場

事前申込み 参加料

問い合わせ先

3

日時

対象者

会場

事前申込み 参加料

問い合わせ先

すべての若者（中学生・高校生・大学生・専門学校生、就職準備中、在職中の方）

福島大学　うつくしまふくしま未来支援センター（福島市）

第28回地域公演「たっちゃんの紙芝居ライブ」

12/19（金）～12/23（火）

幼児～大人まで楽しめる内容です。親子で参加下さい。

福島市中央学習センター、アオウゼ、もちずり学習センター他（福島市、桑折町、川俣町、伊達市）

5/12～12/8　毎週土曜日

内容

平成25年2月に、健やかな子ども達の成長を願って「わくわくひろば　にじ」がオープンしま
した。子育て支援センターも併設されています。平成26年5月からは、ひろばの定休日を
利用して「踊育（だんいく）―親子ヒップホップ教室―＠ふくしま」が開かれています。これ
はダイドードリンコ社の支援事業で、子育て支援センターの3才以上の親子が、保育園児
とともにヒップホップダンスを楽しんでいます。

内容

会員以外の方々にも生の舞台の楽しさを体験してもらいたいとの思いで28回続けてい
る、地域公演です。伊達郡～福島市内（今年は9ヶ所）の各地で上演しています。今年の
公演は、愛知県名古屋市の、マーガレット一家「たっちゃんの紙芝居」です。紙芝居を超え
た、生の迫力のステージです。

あり 1,000円（3才以下無料）

福島中央子ども劇場
024-533-7323

進路・就職個別相談窓口

通年実施

あり なし

内容
中学生・高校生・大学生を含む福島の復興を担うすべての若者のための進路・就職につ
いての個別相談窓口です。（秘密厳守）

あり なし

福島大学　うつくしまふくしま未来支援センター
024-504-2873

親子ヒップホップ教室

子育て支援センターに登録している3才以上児の親子

わくわくひろば　にじ（福島市）

ほくしん子育て支援センター
024-552-2774
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日時

対象者

会場

事前申込み 参加料

問い合わせ先

5

日時

対象者

会場

事前申込み 参加料

問い合わせ先

6

日時

対象者

会場

事前申込み 参加料

問い合わせ先

あり 月2,200円または3,700円

ママフラサークル
080-4512-1267（17時以降）
E-mail：honu2.aloha@gmail.com、WEB：http://mamahula.jimdo.com

定期開催　若者キャリアキャンパスカフェ

毎月第1・3木曜日　13:30～15:30

定期練習会

福島市清水学習センター　軽運動室

内容

本サークルは生涯学習と子育て支援の両方を活動目的とし、産後運動したくても、子ども
を預けられないお母さんたちを中心に、子連れで気軽に運動する機会を提供することを
通じて、参加しているお母さんたちの交流を図り、下記の目的を達成するため、活動して
います。
（1）お母さんたちの育児ストレスをフラダンスという運動を通して発散します。
（2）妊娠中のお母さんには、フラダンスを通して運動の場を提供します。
（3）子どもの世代が違う女性たちが同じ場所に集うことで、子育てに関する相談が気軽に
できる場を提供します。
（4）外遊びに心配がある幼い子どもたちが走りまわるなど運動することができる場を提供
します。
（5）お子さんが小学生以上で希望する親子には、親子フラダンスの機会を提供します。

原則毎月第2・4日曜日　10:00～11:45（変更の場合あり）

妊娠中から子育て中のお母さん及び孫育てにかかわる祖母なども対象

福島大学　うつくしまふくしま未来支援センター
024-504-2873

仮設住宅の子どもの居場所づくりと学習支援

10/1（水）～12/12（金）の水曜日、金曜日17:00～20:00　※通年実施

原発事故によって、仮設住宅で避難生活をしている浪江町の子ども（借上げ住宅からの
参加も歓迎）。近隣地域の避難者以外の参加については応相談。

しのぶ台仮設住宅集会所旧佐原小学校仮設住宅談話室（福島市）

すべての若者（中学生・高校生・大学生・専門学校生、就職準備中、在職中の方）

福島大学　うつくしまふくしま未来支援センター（福島市）

内容

中学生・高校生・大学生を含む福島の復興を担うすべての若者のための進路・就職サ
ポートセミナー＆座談会です。各回のテーマは福島大学うつくしまふくしま未来支援セン
ターのホームページでご確認ください。
http://fure.net.fukushima-u.ac.jp/

あり なし

内容

震災および福島第一原発事故によって、仮設住宅等で長期避難生活を送っている子ども
を対象に、学校が終わった後の放課後に集い、仲間とともに学び、交流できる場所を、仮
設住宅の集会所・談話室を使って開設します。
大学生や社会人ボランティアが宿題や勉強をサポート。勉強以外にも年間でレクリエー
ションやスポーツを行ったりしています。

あり なし

NPO法人ビーンズふくしま
024-573-0150
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日時

対象者

会場

事前申込み 参加料

問い合わせ先

8

日時

対象者

会場

事前申込み 参加料

問い合わせ先

9

日時

対象者

会場

事前申込み 参加料

問い合わせ先

10

日時

対象者

会場

事前申込み 参加料

問い合わせ先

家庭教育支援者スキルアップセミナー

10/10（金）10:00～15:00

地域子育てサポートチーム養成研修修了者等

もちずり学習センター（福島市）

内容 家庭教育支援者の実践力向上のための講座を実施します。

避難先から福島に戻ってきた子育て世代の親子

福島市保健福祉センター3階　和室会議室（福島市）

内容

ままカフェは、避難先から戻ってきたママのための居場所です。
久しぶりの福島での生活のこと、お子さんのことやママ自身のことも含めて、いろいろな
思いを安心して話せる場所です。
お子さんには楽しく遊べるスペースを、ママたちにはおいしいお茶とお菓子をご用意して
います。いつ来ても、いつ帰っても大丈夫。
申し込みもいりません。お気軽にお越しください。

なし なし

必要 無料

福島県社会教育課
024-521-7799

ままカフェ＠ふくしま

10/24（金）、11/28（金）、12/26（金）10:00～12:00

内容
子育て支援支援事業の一環として親子が幼稚園で遊ぶ行事で年3回開催します。今回は
「親子で楽しむリトミック」で、音楽に合わせ体を動かしたり楽器を鳴らしたり手遊びをしま
す。（講師：齋藤由香先生）

内容
県内の小学3年生から6年生を対象に初心者体験教室を実施することで、個々の資質の
向上を図り、日常的にスポーツに親しむ活動機会を提供します。さらに、人材の発掘・育
成に努めるとともに、競技の普及・振興を図ります。

要（問い合わせ先へ。（公財）福島
県体育協会HP参照）

300円

公益財団法人福島県体育協会
024-521-7896

ふくしま子ども支援センター
024-573-0150

うつくしまスポーツキッズ発掘事業第２ステージ「体験プログラム」相撲競技

10/25（土）時間未定

県内の小学3年生～6年生

学法福島高校　相撲場(福島市）

あり 保険料50円

福島大学附属幼稚園
024-534-7962

福島大学附属幼稚園第2回オープンほっとタイム

11/1（土）9:30～11:30

福島市内の幼児及び保護者

福島大学附属幼稚園　遊戯室（福島市）



【県北】平成26年度「子育て支援を進める県民運動」関連事業一覧

11

日時

対象者

会場

事前申込み 参加料

問い合わせ先

12

日時

対象者

会場

事前申込み 参加料

問い合わせ先

13

日時

対象者

会場

事前申込み 参加料

問い合わせ先

14

日時

対象者

会場

事前申込み 参加料

問い合わせ先

第9回福島県親子ふれあいサッカー教室

11/2（日）（時間は未定）

(株)ＡＣ福島ユナイテッド
024-573-8203

福島県食育応援企業等におけるスリムアップイベント【協力企業：福島ヤクルト販売(株)】

11/3（月・祝）食育関係者向け　10:30～、一般県民向け　12:00～

全県民

福島県文化センター（福島市）

中学生以下の児童・生徒とその保護者（福島県民）

マックスファンタジスタ（福島市）

内容
福島ユナイテッドFCと県が連携して、福島ユナイテッドFCの選手が講師となる「親子ふれ
あいサッカー教室」を開催し、親子の絆を育みます。

あり 無料

うつくしまスポーツキッズ発掘事業第２ステージ「体験プログラム」アーチェリー競技

11/8（土）9:00～17:00

県内の小学3年生～6年生　40名

福島県青少年会館　体育館（福島市）

内容
県内の小学3年生から6年生を対象に初心者体験教室を実施することで、個々の資質の
向上を図り、日常的にスポーツに親しむ活動機会を提供します。さらに、人材の発掘・育
成に努めるとともに、競技の普及・振興を図ります。

内容

県では、福島県食育応援企業の協力のもと、子どもたちの健康的な食生活や楽しく体を
動かす大切さを普及啓発するために、「スリムアップイベント」を開催します。
それぞれの企業のイベント会場では、食育ゲームやキビタン体操など、食生活や運動に
ついて学べる体験型コーナーを開催します。

あり（問い合わせ先） 無料

福島ヤクルト販売「健康と美のフォーラム担当」総務課宛
024-535-8960

県内の小学3年生～6年生　15名

野宮フィットネスボクシング（福島市）

内容
県内の小学3年生から6年生を対象に初心者体験教室を実施することで、個々の資質の
向上を図り、日常的にスポーツに親しむ活動機会を提供します。さらに、人材の発掘・育
成に努めるとともに、競技の普及・振興を図ります。

要（問い合わせ先へ。（公財）福島
県体育協会HP参照）

300円

要（問い合わせ先へ。（公財）福島
県体育協会HP参照）

300円

公益財団法人福島県体育協会
024-521-7896

うつくしまスポーツキッズ発掘事業第２ステージ「体験プログラム」ボクシング競技

11/8（土）9:30～12:30

公益財団法人福島県体育協会
024-521-7896
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15

日時

対象者

会場

事前申込み 参加料

問い合わせ先

16

日時

対象者

会場

事前申込み 参加料

問い合わせ先

17

日時

対象者

会場

事前申込み 参加料

問い合わせ先

18

日時

対象者

会場

事前申込み 参加料

問い合わせ先

内容

私たちビーンズふくしまでは、学校に行きにくさを感じていたり、地域にも自分の居場所を
求める子どもたちを対象に、『フリースクール』を開いています。オープンハウスでは、地
域の方々にフリースクールの来ていただき、どんなプログラムを行っているのか、どんな
場所なのかをご紹介したいと思っています。フリースクールに通う子どもたちのつくる軽食
コーナーや、小さい子も楽しめる、おもちゃスペースなども開く予定です。

内容
福島ユナイテッドFCと県が連携して、福島ユナイテッドFCの選手が講師となる「親子ふれ
あいサッカー教室」を開催し、親子の絆を育みます。

あり 無料

(株)ＡＣ福島ユナイテッド
024-573-8203

第10回福島県親子ふれあいサッカー教室

11/9（日）（時間は未定）

中学生以下の児童・生徒とその保護者（福島県民）

とうほう・みんなのスタジアム（福島市）

なし なし

フリースクールビーンズふくしま
024-529-5184

うつくしまスポーツキッズ発掘事業第２ステージ「体験プログラム」銃剣道競技

11/15（土）9:00～12:00

フリースクールオープンハウス

11/9（日）

フリースクールに興味のある子ども、保護者の皆さま、地域の方々

フリースクールビーンズふくしま（福島市）

公益財団法人福島県体育協会
024-521-7896

県内及び東北6県劇場交流会

11/16（金）9:40～11:30

会員及び一般

福島市市民活動サポートセンター

県内の小学3年生～6年生　20名

十六沼運動公園体育館（福島市）

内容
県内の小学3年生から6年生を対象に初心者体験教室を実施することで、個々の資質の
向上を図り、日常的にスポーツに親しむ活動機会を提供します。さらに、人材の発掘・育
成に努めるとともに、競技の普及・振興を図ります。

要（問い合わせ先へ。（公財）福島
県体育協会HP参照）

300円

内容

福島県内及び東北6県の子ども劇場交流会の中で、白石昌子先生（福島大学）による子
育て講演会を開催します。会員及び一般の方にも参加していただき、お母さん達が子育
てに活かせるように、ゆるがない子育ての原点、あり方など、分かりやすくお話しされる白
石先生の講演会を行います。

あり 1,000円（予定）

福島県子ども劇場おやこ劇場連絡会
024-533-7340
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19

日時

対象者

会場

事前申込み 参加料

問い合わせ先

20

日時

対象者

会場

事前申込み 参加料

問い合わせ先

21

日時

対象者

会場

事前申込み 参加料

問い合わせ先

22

日時

対象者

会場

事前申込み 参加料

問い合わせ先

第14回福島大学附属幼稚園学術講演会

11/19（水）15:00～16:30

福島市内及び近郊の幼児教育担当者、一般市民

福島市子どもの夢を育む施設こむこむ　わいわいホール

内容
市内外の公私立幼稚園教諭や幼児教育関係者を主な対象者として毎年学術講演会を開
催しています。今年度は、幼児教育調査官の湯川秀樹先生に迎え「子育て支援時代の幼
児教育を考える（仮題）」という内容で講演していただきます。

福島県及び近隣の県で活動している子どもの教育に興味のある方

福島県青少年会館（福島市）

内容
参加者の方が子どもの問題解決能力を高める教育プログラム「セカンドステップ」につい
て学ぶ研修会を2日間福島市で開催します。この研修会に参加後、教材をご購入いただ
いた方がセカンドステップを子どもたちに実践することができます。

あり 35,240円

あり なし

福島大学附属幼稚園
024-534-7962

セカンドステップ福島研修会

11/22（土）～11/23（日）

内容

震災および福島第一原発事故によって、仮設住宅等で長期避難生活を送っている子ども
を対象に、学校が終わった後の放課後に集い、仲間とともに学び、交流できる場所を、仮
設住宅の集会所・談話室を使って開設します。大学生や社会人ボランティアが宿題や勉
強をサポート。勉強以外にも年間でレクリエーションやスポーツを行ったりしています。

あり なし

NPO法人ビーンズふくしま
024-573-0150

NPO法人日本こどものための委員会
03-5329-1461

仮設住宅の子どもの居場所づくりと学習支援

10/1（水）～12/12（金）の火曜日、木曜日17:00～20:00　※通年実施

原発事故によって、仮設住宅で避難生活をしている浪江町の子ども（借上げ住宅からの
参加も歓迎）。近隣地域の避難者以外の参加については応相談。

安達運動場仮設住宅集会所B（二本松市）

なし なし

NPO法人本宮いどばた会
090-1375-6956、090-1375-6837

つどいのひろば事業「さくらんぼひろば」

毎週火～金曜日　10:00～16:00

就学前のお子さんとその保護者

さくらんぼひろば（本宮市）

内容

「さくらんぼひろば」は登録制のつどいの広場です。「さくらんぼひろば」は親子（祖父母）
で楽しく遊べ親子同士の交流はもちろん、子育て情報の提供、保健師さんへの相談など
もできる場所です。ひろばの中は、ベンチ等がたくさんあり、お母さんもゆったりのんびり
過ごせる場所です。毎月楽しいイベントがあります。10月には「おでかけひろば」があり、
広い体育館で遊びます。初回は見学とし無料、登録する場合は500円かかります。
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23

日時

対象者

会場

事前申込み 参加料

問い合わせ先

24

日時

対象者

会場

事前申込み 参加料

問い合わせ先

25

日時

対象者

会場

事前申込み 参加料

問い合わせ先

26

日時

対象者

会場

事前申込み 参加料

問い合わせ先

手づくりおやつの会

10/16（木）、11/20（木）、12/11（木）9:30～12:00

乳幼児と保護者

桑折町保健福祉センター

内容

正しい食生活・食習慣について学び、健康の基礎を作ることを目的として開催していま
す。おやつだけでなく、栄養バランスの良い一食を実習し、会食します。
10月は子育て支援センター・母親クラブとの合同「親子クッキング」、12月は合同「お楽し
み会」を開催します。

必要
10月・11月は、一家族300円。12月
は、1人100円の予定。

桑折町保健福祉センター
024-582-1133

離乳食教室

10/8（水）、12/3（水）10:00～12:00

乳児と保護者

桑折町保健福祉センター

内容
離乳食を適切に進められるように実際に調理し会食します。また、母親どうしの交流を図
り、育児の悩み等の解消の場となるよう支援しています。

必要 無料

桑折町保健福祉センター
024-582-1133

子育て支援センター「ベビールーム」

原則毎週火曜日・木曜日　9:30～11:00

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

醸芳保育所（桑折町）

内容

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。
10/16（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」、12/11（木）は合
同「お楽しみ会」を開催します。

事前申込はいらないが、登録が必要 無料

醸芳保育所
024-582-3229

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　9:30～11:00

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）

内容

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。
10/16（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」、12/11（木）は合
同「お楽しみ会」を開催します。

事前申込はいらないが、登録が必要 無料

醸芳保育所
024-582-3229
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日時

対象者

会場

事前申込み 参加料

問い合わせ先

28

日時

対象者

会場

事前申込み 参加料

問い合わせ先

29

日時

対象者

会場

事前申込み 参加料

問い合わせ先

30

日時

対象者

会場

事前申込み 参加料

問い合わせ先

手作りウィンナー

10/12（日）14:00～15:30

一般親子

ふくしま県民の森フォレストパークあだたら　カフェ（大玉村）

内容
お肉をこねて、腸に詰めて、添加物なしのウィンナーを手作りします。手拭タオルとエプロ
ンをお持ち下さい。

あり 3,500円

ふくしま県民の森フォレストパークあだたら
0243-48-2040

親子料理教室

12/7（日）9:30～12:00

小学生と保護者

桑折町保健福祉センター

内容
健康な体を作るために、食の大切さや栄養バランスについて親子で学び、良い食習慣を
身に付けることを目的として、調理実習と食育についてのクイズなどを実施します。
今回は方部子供会を対象として開催します。

必要 一人100円

桑折町保健福祉センター
024-582-1133

桑折町子育て支援事業「運動遊び」

10/28（火）「運動遊び」…10:00～11:30、「相談会」…運動遊び終了後～正午

就学前のお子さんと保護者

桑折町保健福祉センター

内容

子育て中の親子同士の交流や情報交換、体験活動を通して、家庭・地域の子育て力の
向上につなげることを目的に実施します。
「運動遊び」終了後に「相談会」を開催。希望者は、保育士や保健師、栄養士による保育
相談や栄養相談を受けることができます。

必要 無料

桑折町教育委員会内「子育て支援課」
024-582-2403

母親クラブ

10/16（木）、11/17（月）、12/11（木）原則10:00～11:00

就園前のお子さんとその保護者

桑折町児童館

内容

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。
10月は子育て支援センター・手づくりおやつの会との合同「親子クッキング」、12月は合同
「お楽しみ会」を開催します。

事前申込はいらないが、登録が必要 無料

桑折町児童館
024-582-1500
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31

日時

対象者

会場

事前申込み 参加料

問い合わせ先

みつろうキャンドル作り

12/21（日）14:00～15:30

一般親子

ふくしま県民の森フォレストパークあだたら　ロビー（大玉村）

内容
「みつろう」を使ったナチュラルキャンドル作りの体験です。柔らかな光とほのかに甘い香
りの世界に一つだけのキャンドルを作りましょう。

あり あり（金額未定）

ふくしま県民の森フォレストパークあだたら
0243-48-2040


