
講座 対象年齢 申込 開催場所

イベント名 定員 受付方法 問合せ先

13 木 10:15～11:30 離乳食講座 0歳児 要 子育て支援センター 講座 対象年齢 申込 開催場所

海老江6-1-9 ☎6451-5850 イベント名 定員 受付方法 問合せ先
11:00～ 11:45 ま～るま～るの ０歳～就学前 要 福島区民センター3階会議室 1 火

　おたのしみかい 10組（9/23～：先着順） 吉野3-17-23　☎6468-2336[福島図書館] 2 水 10:00～11:00 ベビーマッサージ 小規模保育園　育　大開園

14 金 13:00～14:00 子育て講座 どなたでも 要 ふじまめっこルーム 大開1-10-5　☎080-8705-1154

海老江1-10-2 ☎080-7141-3902 3 木 14:00～15:30 絵本のひろば 福島区民センター3階会議室

14:00～ 16:00 福・福文庫 まち・かどや1階　　野田3-10-6 申込要 吉野3-17-23☎6468-2336[福島図書館]

　　　　　　　　　　　　  ☎6461-7401(福･福くらぶ開催場所の道路向かい) 4 金
15 土 13:00～15:00 おもちゃ病院 どなたでも 不要 子ども・子育てプラザ 5 土 10:30～11:00 ブックスタート 概ね1歳まで 要 子ども・子育てプラザ

海老江6-1-14　☎6453-0207 (要引換券) 海老江6-1-14　☎6453-0207

16 日 10:30～11:30 ファミリー講座 子ども・子育てプラザ 6 日
海老江6-1-14　☎6453-0207 7 月

15:00～ 17:00 ママcafe ママcafe＠fukushima 8 火 14:00～14:30 ブックスタート 概ね1歳まで 要 子育て支援センター
special 大開1-9-13 14:45～15:15 (要引換券) 海老江6-1-9 ☎6451-5850

✉kosodatelab@gmail.com 9 水
17 月 10:30～ 11:30 概ね3歳迄 要 キリンさんのおうち 10 木 10:15～ 11:30 1.2歳親子教室① 1.2歳児 要 子育て支援センター

福島1-6-25 ☎6454-8100 （２回連続） 海老江6-1-9 ☎6451-5850
13:30～ 16:30 おしゃべりルーム ０～概ね２歳児 不要 子育てサポートhahatoco(ハハトコ) 10:30～11:00 ブックスタート 概ね1歳まで 要 ママcafe＠fukushima

利用料:100円/1時間 吉野2-3-8 ☎090-2478-8115 (要引換券) 大開1-9-13 ☎090-3620-7989

18 火 10:30～ 11:30 知育運動遊び 概ね6ヶ月～3歳 要 キリンさんのおうち

19 水 10:00～10:20 わくわくデー 0～2歳児 要 AIAI　MINI　中之島 福島1-6-25 ☎6454-8100

玉川1-2-3 2F　☎6136-7376 11:00～11:45 ま～るま～るの 0歳～就学前 要 福島区民センター3階会議室

講座 対象年齢 申込 開催場所 10:00～10:40 親子ふれあい遊び 就学前 要 子ども・子育てプラザ おたのしみかい 吉野3-17-23☎6468-2336[福島図書館]

イベント名 定員 受付方法 問合せ先 海老江6-1-14　☎6453-0207 11 金 13:00～14:00 子育て講座 どなたでも 要 ふじまめっこルーム

1 土 10:30～11:00 ブックスタート 概ね1歳まで 要 子ども・子育てプラザ 10:00～11:00 ベビーマッサージ 小規模保育園　育　大開園 海老江1-10-2 ☎080-7141-3902

(要引換券) 海老江6-1-14　☎6453-0207 大開1-10-5　☎080-8705-1154 12 土 10:00～11:00 お誕生日会 ママcafe＠fukushima

2 日 10:00～ 12:00 福・福文庫 まち・かどや1階　　野田3-10-6 参加費:300円 大開1-9-13 ☎090-3620-7989

3 月 13:30～ 16:30 おしゃべりルーム ０～概ね２歳児 不要 子育てサポートhahatoco(ハハトコ) 　　　　　　　　　　　　  ☎6461-7401(福･福くらぶ開催場所の道路向かい) 10:30～11:30 えほんde工作 概ね5～10歳 要 福島区民センター3階会議室

利用料:100円/1時間 吉野2-3-8 ☎090-2478-8115 10:30～ 11:30 福・福くらぶ まち・かどや別館1階「お話の部屋」 野田2-22ｰ26 吉野3-17-23☎6468-2336[福島図書館]

4 火 参加費：100円 (福･福文庫開催場所の道路向かい) 13 日
5 水 10:00～ 12:00 福・福文庫 まち・かどや1階　　野田3-10-6 ☎6461-7401 14 月

　　　　　　　　　　　　  ☎6461-7401(福･福くらぶ開催場所の道路向かい) 10:30～11:00 ブックスタート 概ね1歳まで 要 ふじまめっこルーム 15 火 10:15～11:30 赤ちゃん広場 0～12ヶ月 不要 福島区役所6階
10:30～ 11:30 福・福くらぶ まち・かどや別館1階「お話の部屋」 野田2-22ｰ26 (要引換券) 海老江1-10-2 ☎080-7141-3902 　　　　　保育士さんとあそぼう！ 大開1-8-1 ☎6464-9887

参加費：100円 (福･福文庫開催場所の道路向かい) 13:30～ 16:30 おしゃべりルーム ０～概ね２歳児 不要 子育てサポートhahatoco(ハハトコ) 16 水 10:00～10:20 わくわくデー 0～2歳児 要 AIAI　MINI　中之島
☎6461-7401 利用料:100円/1時間 吉野2-3-8 ☎090-2478-8115 玉川1-2-3 2F　☎6136-7376

10:00～14:00 手形の 子ども・子育てプラザ 20 木 10:00～10:30 お誕生日会 10月生まれの乳幼児　・　要 子ども・子育てプラザ 10:00～11:00 ベビーマッサージ 小規模保育園　育　大開園
お誕生日カード 海老江6-1-14　☎6453-0207 海老江6-1-14　☎6453-0207 大開1-10-5　☎080-8705-1154

13:30～ 16:30 おしゃべりルーム ０～概ね２歳児 不要 子育てサポートhahatoco(ハハトコ) 21 金 10:00～11:30 ベビーマッサージ 4～7か月 要 子ども・子育てプラザ 10:30～11:00 ブックスタート 概ね1歳まで 要 ふじまめっこルーム
利用料:100円/1時間 吉野2-3-8 ☎090-2478-8115 海老江6-1-14　☎6453-0207 (要引換券) 海老江1-10-2 ☎080-7141-3902

6 木 10:30～11:00 ブックスタート 概ね1歳まで 要 ママcafe＠fukushima 10:30～11:00 ブックスタート 概ね1歳まで 要 キリンさんのおうち 17 木 10:15～ 11:30 1.2歳親子教室➁ 1.2歳児 要 子育て支援センター
(要引換券) 大開1-9-13 ☎090-3620-7989 (要引換券) 福島1-6-25 ☎6454-8100 （２回連続） 海老江6-1-9 ☎6451-5850

7 金 10:00～14:00 つくって遊ぶオシャレトンボ 0～概ね3歳まで 不要 ママcafe＠fukushima 14:00～ 16:00 福・福文庫 まち・かどや1階　　野田3-10-6 18 金 10:30～11:00 ブックスタート 概ね1歳まで 要 キリンさんのおうち
～親子制作～ 大開1-9-13 ☎090-3620-7989 　　　　　　　　　　　　  ☎6461-7401(福･福くらぶ開催場所の道路向かい) (要引換券) 福島1-6-25 ☎6454-8100

14:00～ 16:00 福・福文庫 まち・かどや1階　　野田3-10-6 22 土 10:00～ 11:00 わくわく広場 未就園児 要 げんき保育園吉野園　☎6147-8253 19 土 9:45～11:00 体験保育 小規模保育園　育　大開園
　　　　　　　　　　　　  ☎6461-7401(福･福くらぶ開催場所の道路向かい) 吉野3-14-21T’scourt福島１F 15:30 ～16:30 大開1-10-5　☎080-8705-1154

8 土 9:45～11:00 体験保育 小規模保育園　育　大開園 23 日 10:30～12:00 プレママ・プレパパ講座 プレママ・プレパパ 要 子ども・子育てプラザ 10:00～ 11:00 わくわく広場 未就園児 要 げんき保育園吉野園　☎6147-8253

15:30 ～16:30 大開1-10-5　☎080-8705-1154 海老江6-1-14　☎6453-0207 吉野3-14-21T’scourt福島１F

10:00～11:00 お誕生日会 ママcafe＠fukushima 24 月 13:00～15:00 おもちゃ病院 どなたでも 不要 子ども・子育てプラザ
参加費:300円 大開1-9-13 ☎090-3620-7989 25 火 10:15～11:30 赤ちゃん広場 0～12ヶ月 不要 福島区役所6階 海老江6-1-14　☎6453-0207

9 日 10:30～ 11:30 福・福くらぶ まち・かどや別館1階「お話の部屋」 野田2-22ｰ26 　　　　保育士さんとあそぼう！ 大開1-8-1 ☎6464-9887 20 日
参加費：100円 (福･福文庫開催場所の道路向かい) 26 水 10:00～ 12:00 福・福文庫 まち・かどや1階　　野田3-10-6 21 月

☎6461-7401 　　　　　　　　　　　　  ☎6461-7401(福･福くらぶ開催場所の道路向かい) 22 火
10 月 10:30～ 11:30 福・福くらぶ まち・かどや別館1階「お話の部屋」 野田2-22ｰ26 23 水
11 火 14:00～14:30 ブックスタート 概ね1歳まで 要 子育て支援センター 参加費：100円 (福･福文庫開催場所の道路向かい) 24 木

14:45～15:15 (要引換券) 海老江6-1-9 ☎6451-5850 ☎6461-7401 25 金
12 水 10:00～11:30 ウキウキ 就学前 不要 子ども・子育てプラザ 27 木 10:00～10:40 交通ルールを 就学前 要 子ども・子育てプラザ 26 土

身体測定 海老江6-1-14　☎6453-0207 学びましょう！ 海老江6-1-14　☎6453-0207 27 日
10:00～ 12:00 福・福文庫 まち・かどや1階　　野田3-10-6 10:30～ 11:30 親子ヨガ 概ね3歳迄 要 キリンさんのおうち 28 月

　　　　　　　　　　　　  ☎6461-7401(福･福くらぶ開催場所の道路向かい) 福島1-6-25 ☎6454-8100 29 火
10:30～ 11:30 福・福くらぶ まち・かどや別館1階「お話の部屋」 野田2-22ｰ26 28 金 14:00～ 16:00 福・福文庫 まち・かどや1階　　野田3-10-6 30 水

参加費：100円 (福･福文庫開催場所の道路向かい) 　　　　　　　　　　　　  ☎6461-7401(福･福くらぶ開催場所の道路向かい)

☎6461-7401 29 土
13:30～ 16:30 おしゃべりルーム ０～概ね２歳児 不要 子育てサポートhahatoco(ハハトコ) 30 日

利用料:100円/1時間 吉野2-3-8 ☎090-2478-8115 31 月

1１月の講座・イベント（詳細はお問合せください）

10月生まれの4歳までの乳幼児

なし（当日自由参加）

日 曜 時間

同時利用・３組程度

8組〔先着順〕

　6組(来所にて受付）

8組〔先着順〕

各回7組（先着順）

15組(10/11～:先着順)

3組(先着順:電話申込)

5組（10/17～10/28:抽選）

10組(10/26～11/9:先着順)

５組

20名(10/12～11/2:先着順)

小学生・幼児とその保護者　

日 曜 時間

概ね7ヶ月頃～2歳頃まで

2組〔先着順〕 ・ 電話申込要

３組（10/１～電話受付）

2組〔先着順〕 ・ 電話申込要

1歳～就学前の子どもとパパ・ママ

                 6組(9/25～10/9:抽選)・申込要

事前予約申込制

同時利用・３組程度

食育相談会

概ね妊娠８ヶ月～生後７ヶ月

　5組(来所にて受付）

参加費：無料　定員：なし

事前予約申込制

福･福文庫で受付

３組

1０月の講座・イベント（詳細はお問合せください）

15組(10/11～:先着順)

福･福文庫で受付

同時利用・３組程度

子育て中の保護者対象

5名

申込：要　　メールにて受付

日

同時利用・３組程度

なし（当日自由参加）

6組材料がなくなり次第終了

どなたでも

参加費：無料　定員：なし

事前予約申込制

福･福文庫で受付

３組

　6組(来所にて受付）

15組(10/18～:先着順)

5組(10/2～10/16:抽選)

どなたでも

参加費：無料　定員：なし

各回7組（先着順）

福･福文庫で受付

３組

どなたでも

参加費：無料　定員：なし

曜 時間

福･福文庫で受付

３組

３組

60組〔先着順〕　

5組〔9/30～10/14:抽選〕

同時利用・３組程度

事前予約申込制

８組(先着順)

参加費：無料　定員：なし

どなたでも

参加費：無料　定員：なし

５組

事前予約申込制

10月生まれのお友だち　・　要

5組まで

9組(10/19～11/11:先着順)

８組(先着順)

11月生まれのお友だち　・　要

5組まで

どなたでも

概ね妊娠８ヶ月～生後７ヶ月

2組〔先着順〕 ・ 電話申込要

概ね妊娠８ヶ月～生後７ヶ月

2組〔先着順〕 ・ 電話申込要

概ね7ヶ月頃～2歳頃まで

2組〔先着順〕 ・ 電話申込要

6組（9/20～9/30:抽選）

８組(10/1～先着順)

３組（11/１～電話受付）

6組

どなたでも

参加費：無料　定員：なし

どなたでも

参加費：無料　定員：なし

どなたでも

60組〔先着順〕　

5組（10/17～10/28:抽選）

８組(11/1～先着順)

3組(先着順:電話申込)

福島区子育て支援情報

別冊 フッピィキッズ

おでかけカレンダー10月号

新型コロナウイルス感染症の状況により、イベントが変更、または中止に

なる場合がありますので、各施設にご確認の上、ご参加ください。

mailto:kosodatelab@gmail.com

