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福島県 県内各地 ② ふくしま教育週間

県民の皆さんに、教育に対する関心をさらに高めていただくた
め、県内各地の学校や文化施設などでさまざまな取組みが行
われます。（各学校の取組は１０月初旬にホームページで公開
予定です。）

１0月1日～11月
30日

県内各地 教育総務課

024-521-7759
http://www.pref.fks.e
d.jp/kyouikunohi/kyo
uikunohi.htm

福島県 県内各地 ②
第２回朝食について見
直そう週間運動

園児、児童生徒、教職員及び保護者が、食に関する正しい理
解と関心を高めるとともに、生活リズムを改善し、朝食摂取を
基本とした望ましい食習慣の形成を図ることを目的に実施しま
す。

11月の任意の1週
間

各幼稚園及び各学校 健康教育課 無料 024-521-8409

福島県
会津坂下

町
①

第１０回会津自然の家
あったかふれあいまつ
り

体験コーナーやふれあい活動を通して、生涯学習の拠点とし
ての自然の家に対する理解を深めてもらうため実施します。

10月21日 会津自然の家 会津自然の家 0242-83-2480

福島県
会津坂下

町
① もみじ自然観察会

紅葉の所内コースを自然観察しながら、四季の移ろいを感じる
とともに、参加者同士の交流を深めるため実施します。

10月28日 会津自然の家 会津自然の家 0242-83-2480

福島県
会津坂下

町
①

打って食べて大満足新
そばにチャレンジ（２回
実施）

そば打ちを楽しみながら、郷土食への関心を高め、自然食と手
作りの良さを味わってもらうために実施します。

11月17, 18日 会津自然の家 会津自然の家 0242-83-2480

福島県
会津若松

市
⑤ 企画展「会津の寺宝」 週間中（11月5日は休館日）企画展観覧料が無料になります。 県立博物館 県立博物館 無料 0242-28-6000

福島県
会津若松

市
⑥

常設展ポイント展「ふく
しまの教育資料」

常設展示室の近・現代のコーナーに福島県に関係する教育資
料を展示します。小・中学生と高校生の常設展観覧料が無料
です。

10月20日～11月
25日

県立博物館 県立博物館 無料 0242-28-6000

福島県
会津若松

市
①

第12回心うつくしまふく
しまフォーラム

「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
～をテーマに講演会・フォーラムを開催します。

10月5日
会津若松市文化セン
ター

福島県精神保健福祉協会 無料

会津若松保健福祉事
務所障がい者支援
チーム　0242-29-
5275

福島県
会津若松

市
② パソコン甲子園2012

パソコン甲子園2012は10周年の記念大会です。本選では、プ
ログラミング部門とデジタルコンテンツ部門に加え、今年からス
マートフォンを使用したモバイル部門が正式競技として開催さ
れます。厳しい予選を勝ち抜いてきた全国の高校生の熱戦を
是非ご覧ください。

11月10日、11日 会津大学 公立大学法人会津大学
http://www.u-
aizu.ac.jp/pc-
concours/
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料金欄が空白の場合、有料又は一部有料
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福島県
会津若松

市
②

会津大学学園祭
及び
オープンキャンパス

①サークルによる音楽演奏会、演劇公演、 イラスト・ゲーム展
示会などの活動発表、抽選会や物産展の各種イベント、模擬
店の出店などを開催します。
②会津大学の研究室公開、入試相談会、大学構内見学などを
実施します。

10月6, 7日
会津大学 公立大学法人会津大学 無料

①会津大学
学園祭実行
委員会
0242-32-0785
②会津大学
学生課
学生募集係
0242-37-2723

福島県
会津若松

市
②

会津IT秋フォーラム
2012

会津大学を核として、会津の地から県内はもとより全国各地
へ、ＩＴに関する情報発信をすることを目的として開催します。

10月12日 会津大学 公立大学法人会津大学 無料
http://www.ubic-u-
aizu.jp/it-forum/

福島県
会津若松

市
③

合宿型
スマートフォン開発
人材育成講座

2泊3日の合宿型スマートフォン関連の講座を実施します。
今後も成長が見込まれるスマートフォン分野での実践的IT人
材の育成を目指します。

10月25～27日
（予定）

会津大学 公立大学法人会津大学 0242-37-2533

福島県
会津若松

市
①

公開講座TRYｼﾘｰｽﾞ
「Discussion Forum
～英語でディスカッショ
ン～」

英語でディスカッションをしてみませんか？
この講座は、毎回様々なテーマについて、英語で皆さんの意
見を出し合い、ディスカッションを行います。

10月 6, 20, 28日,
11月 3, 17日

会津大学・
會津稽古堂

公立大学法人会津大学 0242-37-2510

福島県
会津若松

市
①

公開講座TRYｼﾘｰｽﾞ
「パソコン組み立て体
験」

パソコンを一台組み立てることにより、パソコンの理解を深める
ことを目指します。
作業概要
・パソコン部品の説明・CPUの取り付け
・光学ドライブ・ハードディスクの取り付け
・マザーボードの取り付け・パソコンの動作確認

11月3日
会津大学・
會津稽古堂

公立大学法人会津大学 0242-37-2510

福島県
会津若松

市
①

公開講座TRYｼﾘｰｽﾞ
「～オンラインシステム
で学ぼう！～
アルゴリズム講座」

本講座では、基本的なアルゴリズムとデータ構造からそれらの
応用まで、個人のレベルに合わせた問題を通して、身につけて
いきます。パソコン甲子園などの問題の演習や解説も行いま
す。自宅や学校でも演習・指導が行えるプログラミング自主学
習環境を利用します。

11月3, 4日
会津大学・
會津稽古堂

公立大学法人会津大学 無料 0242-37-2510

福島県
会津若松

市
①

公開講座TRYｼﾘｰｽﾞ
「Writing Business
Emails in English
～英語でメールを書い
てみよう！～」

ビジネスの場面で電子メールを書くときは、他の文書で書くとき
と違うルールがあるのでしょうか？
社会人や学生の方向けに、英語でビジネス電子メールを書く
ための方法や相手への説得方法などを学んでみましょう。
初心者の方歓迎です。

11月27, 29日, 12
月4, 6日

会津大学・
會津稽古堂

公立大学法人会津大学 0242-37-2510
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福島県
会津若松

市
①

公開講座講義
「ソーシャルメディアな
どのインターネット及び
スマートフォンの利用
におけるトラブル・法律
問題とその解決講座」

多くの人が利用しているツィッター、SNS・Facebook、Youtube
等のソーシャルメディアや、クラウドコンピューティングには
様々な問題があります。それらの対処法・問題解決方法等に
ついて実務的な視点から説明します。

10月16, 23日
会津大学・
會津稽古堂

公立大学法人会津大学 無料 0242-37-2510

福島県
会津若松

市
①

公開講座
（文化研究センター
公開セミナー）
「いま求められる
教養　～市民の立場か
ら,　大学人の立場から
～」

昨年度実施の公開セミナー「大学の教養がいまヤバい」の第２
弾として、大学における教養教育と市民参加について、私たち
と一緒に考えてみませんか？

10月20日
会津大学・
會津稽古堂

公立大学法人会津大学 無料 0242-37-2510

福島県
会津若松

市
①

公開講座講義
「地域活性化のための
方法論」

ソーシャルビジネスの手法とその問題解決のための方法論に
ついて、現在、地元会津で取り組んでいる高齢者や農業に関
するソーシャルビジネスの実例を題材に、その具体的な手法を
公開しつつ、地域における活性化のための手法について解説
します。

10月27日
会津大学・
會津稽古堂

公立大学法人会津大学 無料 0242-37-2510

福島県
会津若松

市
①

公開講座講義
「Future Internet」

1970年代に始まったインターネットが新しく生まれ変わろうとし
ています。そのための研究・開発が世界各国で行われていま
す。その動向や、何が変わろうとしているのかなどについて紹
介します。

10月
会津大学・
會津稽古堂

公立大学法人会津大学 無料 0242-37-2510

福島県
会津若松

市
①

公開講座講義
「クラウド」

クラウド・コンピューティングが生まれた背景にふれながら、ク
ラウドの利点や、関連する技術、クラウドとの接し方などについ
て紹介します。

10月
会津大学・
會津稽古堂

公立大学法人会津大学 無料 0242-37-2510

福島県
会津若松

市
①

公開講座講義
「情報基盤による
消費電力最適化」

ネットワークセントリックな手法による消費電力最適化について
紹介します。

10月
会津大学・
會津稽古堂

公立大学法人会津大学 無料 0242-37-2510

福島県
会津若松

市
①

公開講座講義
「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の危
険が潜んでいます。実際のトラブルを例に利用上の注意点を
会津大生と共に学びましょう。問題解決型の授業形式で行い
ます。

10月
会津大学・
會津稽古堂

公立大学法人会津大学 無料 0242-37-2510
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福島県
会津若松

市
①

公開講座講義
「企業経営や事業化の
ための資金調達の方
法論」

企業の経営や起業にとって、資金調達は最優先事項の一つで
す。一般的には、銀行からの融資や公的資金の公募にばかり
目を向けてしまいますが、こうしたこと以外にも方法はありま
す。企業等における一般的な資金調達の方法や公的資金獲
得のための方法について解説するととともに、これら以外の方
法論・地域ファンド等について、実務的な視点から解説します。
今、自治体関係者にとってもこうした知識は必須です。

11月17日
会津大学・
會津稽古堂

公立大学法人会津大学 無料 0242-37-2510

福島県
会津若松

市
① 公開講座

「卵の科学」と題して、普段何気なく食べている鶏卵について、
栄養学的視点や歴史的・地域的特色、生産面での課題等を本
学食物栄養学科教員を講師に講演会を開催します。

11月17日
会津大学短期大学部
３１０教室

会津大学短期大学部　地域
活性化センター

無料
http://www.jc.u-

aizu.ac.jp/

福島県 猪苗代町 ①
連続講座「野口英世の
絆」

野口英世に関する講座を4回にわたり開催。第１回　母との絆
(８月２４日)　第２回　恩師との絆(９月７日）　第３回　横浜との
絆(１０月２４日）第４回野口博士ゆかりの地を巡る(１１月１３
日）の４回講座となります。第4回講座は、国内に唯一残る野口
博士の細菌検査室保存運動を通して感じた野口博士の想いを
語ります。

10月24日 猪苗代町体験交流館
猪苗代町体験交流館・猪苗
代町体験交流協会・財団法
人野口英世記念会

無料
http://www.noguchihi
deyo.or.jp/

福島県 猪苗代町 ①
館内ガイドツアー　野
口英世キッズ

クイズを交えながら、野口博士の生涯を分かりやすく紹介する
ガイドツアー

11月3, 4日 野口英世記念館 財団法人野口英世記念会
http://www.noguchihi
deyo.or.jp/

福島県 猪苗代町 ③，④

平成24年度第55回野
口英世記念医学賞　記
念講演、音楽コンサー
ト

野口英世記念医学賞授賞式と共に受賞者による記念講演と
記念音楽コンサートを行います。

11月10日 猪苗代町体験交流館 財団法人野口英世記念会 無料 0242-85-7867

福島県 猪苗代町 ①，③

母からの手紙100年記
念特別展　手紙にこめ
た絆～野口英世の想
い～

母・シカから野口博士に出された自筆の手紙が差し出されてか
ら100年目になることを記念して行う特別展。野口博士から恩
師・友人に出された手紙に込められた想いを伝えるものです。

4月20日～11月30
日

野口英世記念館 財団法人野口英世記念会
http://www.noguchihi
deyo.or.jp/

福島県 いわき市 ① 秋のオープンデー
施設を一般に開放し、スポーツ、クラフト、お風呂、講演会など
たくさんの企画を実施します。

10月28日
福島県いわき海浜自然
の家

福島県いわき海浜自然の家 0246-32-7700

福島県
いわき市
下郷町

①
全国水環境活動団体
交流会

全国で水環境活動等に取り組んでいる団体が一堂に会し、活
動状況の報告や県内の状況を調査します。
福島県を応援するという趣旨で、今年度本県で開催します。

11月10～12日
いわき市ハワイアンズ、
南会津郡下郷町大内宿
等

企画調整部　土地水調整課 無料

http://wwwcms.pref.f
ukushima.jp/pcp_port
al/PortalServlet?DIS
PLAY_ID=DIRECT&N
EXT_DISPLAY_ID=U0
00004&CONTENTS_I
D=14676

イベントの種類　①教育（社会教育・生涯教育）　②教育（学校教育）　③文化　④科学技術・学術
料金欄が空白の場合、有料又は一部有料



第54回「教育・文化週間」関連行事
都道府県 市区町村 類型 行事名 行事の概要 開催日程 会場 主催機関名 料金 ＵＲＬ又は連絡先 備考

福島県 いわき市 ② いわき明星大学学園祭
教員・職員の協力のもとで学生が主体となり、講演会、研究発
表、模擬店、各種企画などを実施します。

10月20, 21日 いわき明星大学 いわき明星大学 無料

教務･学生センター
キャンパスライフグ
ループ
0246-29-7118

福島県 いわき市 ①
いわき明星大学秋季公
開講座Ａコース

市民向け講座 11月17日 いわき明星大学 いわき明星大学 無料
http://www.iwakimu.a
c.jp

福島県 いわき市 ①
いわき明星大学秋季公
開講座Ｂコース

市民向け講座 11月24日 いわき明星大学 いわき明星大学 無料
http://www.iwakimu.a
c.jp

福島県 大玉村 ① 第９回うつくしま育樹祭 式典、育樹活動、自然観察、炭焼き体験などを行います。 11月3日(調整中) ふくしま県民の森
(社)福島県森林・林業・緑化
協会

無料
024-521-7441      森
林保全課  緑化保護
担当

福島県 小野町 ① 食の安全教室
食中毒防止と食品衛生思想の普及啓発のための講話及び手
洗い実習を実施します。

10月22日 小野町立浮金中学校
保健福祉部　県中保健福祉
事務所

無料
県中保健福祉事務所
衛生推進課
0248-75-7821

福島県 小野町 ① 獣医師派遣事業
動物（犬・猫等）の適正飼養と動物愛護思想の普及啓発のた
めの講話及び動物（犬）とのふれあい体験を実施します。

11月20日 小野町立飯豊小学校
保健福祉部　県中保健福祉
事務所

無料
県中保健福祉事務所
衛生推進課
0248-75-7821

福島県 鏡石町 ① 獣医師派遣事業
動物（犬・猫等）の適正飼養と動物愛護思想の普及啓発のた
めの講話及び動物（犬）とのふれあい体験を実施します。

11月1日
鏡石町立鏡石第二小学
校

保健福祉部　県中保健福祉
事務所

無料
県中保健福祉事務所
衛生推進課
0248-75-7821

福島県 鏡石町 ① 食の安全教室
食中毒防止と食品衛生思想の普及啓発のための講話及び手
洗い実習を実施します。

11月30日
鏡石町立鏡石第二小学
校

保健福祉部　県中保健福祉
事務所

無料
県中保健福祉事務所
衛生推進課
0248-75-7821

福島県 県内各地 ②
小学校への獣医師派
遣事業

小学校へ獣医師を派遣し、学校飼育動物の飼育指導を行うと
ともに、動物とのふれあい等の体験学習を通じて動物愛護精
神の普及啓発を図ります。

10月1日～11月26
日

依頼のあった小学校
保健福祉部　食品生活衛生
課

無料
保健福祉部　食品生
活衛生課024-521-
7245

福島県 県内各地 ② 食の安全教室
小・中学校へ職員を派遣し、正しい手洗いの方法等を体験学
習を通して学ばせることにより、健全な食生活の実践に寄与し
ます。

10月17日～11月
12日

依頼のあった小・中学校
保健福祉部　食品生活衛生
課

無料
保健福祉部　食品生
活衛生課024-521-
7245

イベントの種類　①教育（社会教育・生涯教育）　②教育（学校教育）　③文化　④科学技術・学術
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福島県 郡山市 ①

親子ふれあい企画
～ミニ講演会と遊具を
使った親子ふれあい活
動～

子育てミニ講演会や遊具を使った親子ふれあい活動をとおし
て、養護教育センターの役割や業務の内容について、広く一般
の人々に知らせる機会とします。

10月31日, 11月 1
日

福島県養護教育セン
ター

養護教育
センター

無料
企画事業部
片寄　　一
024-952-6497

福島県 郡山市 ①、④
第７回農業総合セン
ターまつり

試験研究の内容・成果を中心に展示等を行い、広くセンターの
業務、特に放射性物質に関する試験研究について紹介し、今
後の農業生産に資します。併せて、農産物や加工品を販売し
安全・安心な本県の農産物をＰＲします。

10月20, 21日 農業総合センター 農業総合センター 無料
024-958-1700
(企画)技術科

福島県 郡山市 ① 伝統芸能交流会
子どもを中心として受け継がれている優れた伝統芸能等を、さ
らに次代に受け継ぐために発表の場や交流を行います。

10月13, 14日 郡山自然の家 文化スポーツ局生涯学習課 無料 024-521-7784

福島県 郡山市 ③

平成24年度福島県立
医科大学看護学部公
開講座
「高齢者とアロマセラ
ピー」

「高齢者とアロマセラピー｝
講師：福島医大看護学部　准教授　坂本祐子

これまで実践されてきたアロマセラピーの問題点と最新の知見
から、アロマセラピーがケアとして定着するための課題を考え
ます。

10月13日
福島県農業総合セン
ター
大会議室

公立大学法人福島県立医
科大学

無料
企画財務課
024-547-1013

福島県
郡山市
（予定）

② 教育広聴会
県民の代表の方に教育に関する意見を発表していいただき、
それをもとに福島県の教育に関しての意見交換を行います。
傍聴は事前申込が必要です。

１１月上旬 郡山市 教育総務課 無料 024-521-7759

福島県 白河市 ③
ふくしま里帰り展「ふく
しま考古学研究の春
暁」

棚倉町崖ノ上遺跡や新地町新地貝塚などの出土品・関連資料
を紹介し、福島県の科学的な考古学研究の始まりに触れま
す。

10月6日～12月2
日

福島県文化財センター
白河館まほろん

財団法人福島県文化振興
財団

無料 0248-21-0700

福島県 白河市 ③
まほろんイベント「古代
の鉄づくり」

古代の製鉄炉を復元し、木炭を燃やし、砂鉄を溶かして鉄をつ
くります。

11月3, 4日
福島県文化財センター
白河館まほろん

財団法人福島県文化振興
財団

無料 0248-21-0700

福島県 白河市 ① 薬物乱用防止教室
薬物乱用の現状・乱用されている薬物の種類、心身への影響
及び正しい知識について、出前講座を実施します。

10月17日 白河市立小田川小学校
保健福祉部　県南保健福祉
事務所

無料
県南保健福祉事務所
医事薬事チーム
0248-22-5479

福島県 白河市 ① 薬物乱用防止教室
薬物乱用の現状・乱用されている薬物の種類、心身への影響
及び正しい知識について、出前講座を実施します。

11月5日
白河市立白河第四小学
校

保健福祉部　県南保健福祉
事務所

無料
県南保健福祉事務所
医事薬事チーム
0248-22-5479

福島県 白河市 ① 喫煙防止教育
喫煙や受動喫煙による健康被害について、出前講座を実施し
ます。

11月6日
白河市立白河中央中学
校

保健福祉部　県南保健福祉
事務所

無料
県南保健福祉事務所
健康増進課0248-22-
5443

イベントの種類　①教育（社会教育・生涯教育）　②教育（学校教育）　③文化　④科学技術・学術
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福島県 白河市 ① 薬物乱用防止教室
薬物乱用の現状・乱用されている薬物の種類、心身への影響
及び正しい知識について、出前講座を実施します。

11月13日
白河市立白河中央中学
校

保健福祉部　県南保健福祉
事務所

無料
県南保健福祉事務所
医事薬事チーム
0248-22-5479

福島県 白河市 ①
エイズ等性感染症の予
防

エイズをはじめ性感染症の予防及び正しい知識について、出
前講座を実施します。

11月20日
白河市立白河中央中学
校

保健福祉部　県南保健福祉
事務所

無料
県南保健福祉事務所
感染症予防チーム
0248-22-6405

福島県 白河市 ①
知っておきたい薬の知
識

薬の正しい使い方、薬の正しい保管等について、出前講座を
実施します。

11月28日 白河市立大信中学校
保健福祉部　県南保健福祉
事務所

無料
県南保健福祉事務所
医事薬事チーム
0248-22-5479

福島県 須賀川市 ① 獣医師派遣事業
動物（犬・猫等）の適正飼養と動物愛護思想の普及啓発のた
めの講話及び動物（犬）とのふれあい体験を実施します。

10月4日 須賀川市立白方小学校
保健福祉部　県中保健福祉
事務所

無料
県中保健福祉事務所
衛生推進課
0248-75-7821

福島県 須賀川市 ① 獣医師派遣事業
動物（犬・猫等）の適正飼養と動物愛護思想の普及啓発のた
めの講話及び動物（犬）とのふれあい体験を実施します。

10月17日～18日 須賀川市立第三小学校
保健福祉部　県中保健福祉
事務所

無料
県中保健福祉事務所
衛生推進課
0248-75-7821

福島県 須賀川市 ① 獣医師派遣事業
動物（犬・猫等）の適正飼養と動物愛護思想の普及啓発のた
めの講話及び動物（犬）とのふれあい体験を実施します。

10月23日 須賀川市立大森小学校
保健福祉部　県中保健福祉
事務所

無料
県中保健福祉事務所
衛生推進課
0248-75-7821

福島県 須賀川市 ① 獣医師派遣事業
動物（犬・猫等）の適正飼養と動物愛護思想の普及啓発のた
めの講話及び動物（犬）とのふれあい体験を実施します。

10月25日 須賀川市立第二小学校
保健福祉部　県中保健福祉
事務所

無料
県中保健福祉事務所
衛生推進課
0248-75-7821

福島県 須賀川市 ① 食の安全教室
食中毒防止と食品衛生思想の普及啓発のための講話及び手
洗い実習を実施します。

11月15日
須賀川市立西袋第一小
学校

保健福祉部　県中保健福祉
事務所

無料
県中保健福祉事務所
衛生推進課
0248-75-7821

福島県 須賀川市 ① 食の安全教室
食中毒防止と食品衛生思想の普及啓発のための講話及び手
洗い実習を実施します。

11月20日
須賀川市立西袋第二小
学校

保健福祉部　県中保健福祉
事務所

無料
県中保健福祉事務所
衛生推進課
0248-75-7821

福島県 伊達市 ① 飼い犬のしつけ方教室
人と動物が互いに快適に暮らすため、適切な飼育の仕方につ
いての講習を実施します。（実技講習）

11月6日 伊達市役所本庁舎
保健福祉部　県北保健福祉
事務所

無料

http://wwwcms.pref.f
ukushima.jp/pcp_port
al/contents?CONTE
NTS_ID=10751
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福島県 伊達市 ① 飼い犬のしつけ方教室
人と動物が互いに快適に暮らすため、適切な飼育の仕方につ
いての講習を実施します。（実技講習）

11月13日
伊達市梁川健康長寿セ
ンター

保健福祉部　県北保健福祉
事務所

無料

http://wwwcms.pref.f
ukushima.jp/pcp_port
al/contents?CONTE
NTS_ID=10751

福島県 伊達市 ①
「水との共生」プラン出
前講座

水環境活動等に取り組んでいる方々を支援するため、出前講
座を実施します。

10月27日
伊達市保原町中央公民
館

企画調整部　土地水調整課 無料

http://wwwcms.pref.f
ukushima.jp/pcp_port
al/PortalServlet?DIS
PLAY_ID=DIRECT&N
EXT_DISPLAY_ID=U0
00004&CONTENTS_I
D=21963

福島県 玉川村 ① 食の安全教室
食中毒防止と食品衛生思想の普及啓発のための講話及び手
洗い実習を実施します。

10月11日
玉川村立玉川第一小学
校

保健福祉部　県中保健福祉
事務所

無料
県中保健福祉事務所
衛生推進課
0248-75-7821

福島県 玉川村 ① 獣医師派遣事業
動物（犬・猫等）の適正飼養と動物愛護思想の普及啓発のた
めの講話及び動物（犬）とのふれあい体験を実施します。

11月8日
玉川村立玉川第一小学
校

保健福祉部　県中保健福祉
事務所

無料
県中保健福祉事務所
衛生推進課
0248-75-7821

福島県 玉川村 ① 食の安全教室
食中毒防止と食品衛生思想の普及啓発のための講話及び手
洗い実習を実施します。

11月12日 玉川村立川辺小学校
保健福祉部　県中保健福祉
事務所

無料
県中保健福祉事務所
衛生推進課
0248-75-7821

福島県 田村市 ① 獣医師派遣事業
動物（犬・猫等）の適正飼養と動物愛護思想の普及啓発のた
めの講話及び動物（犬）とのふれあい体験を実施します。

10月12日 田村市立瀬川小学校
保健福祉部　県中保健福祉
事務所

無料
県中保健福祉事務所
衛生推進課
0248-75-7821

福島県 田村市 ① 食の安全教室
食中毒防止と食品衛生思想の普及啓発のための講話及び手
洗い実習を実施します。

11月27日 田村市立移中学校
保健福祉部　県中保健福祉
事務所

無料
県中保健福祉事務所
衛生推進課
0248-75-7821

福島県 中島村 ① 薬物乱用防止教室
薬物乱用の現状・乱用されている薬物の種類、心身への影響
及び正しい知識について、出前講座を実施します。

10月26日 中島村立中島中学校
保健福祉部　県南保健福祉
事務所

無料
県南保健福祉事務所
医事薬事チーム
0248-22-5479

福島県 西郷村 ① 歯の健康
食事や会話を楽しむための口の健康について、出前講座を実
施します。

10月4日 福島県ひばり寮
保健福祉部　県南保健福祉
事務所

無料
県南保健福祉事務所
健康増進課0248-22-
5443

福島県 二本松市 ① 第５８回福島県発明展
創造性に富む優れた発明品を展示するとともに、優秀な作品
の表彰を行います。

10月26～28日 二本松市市民交流セン
ター

一般社団法人福島県発明
協会

無料 024-959-3351

イベントの種類　①教育（社会教育・生涯教育）　②教育（学校教育）　③文化　④科学技術・学術
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福島県 二本松市 ①
ユース国際協力ミー
ティング

青年海外協力隊事業等の紹介を通じて、国際協力、ボランティ
ア活動、コミュニケーション、多文化共生等について学び、地
球的視野を持った人材の育成を図ります。

11月17, 18日（予
定）

JICA二本松 国際課 024-521-7182

福島県 二本松市 ①
未来館パソコン講座
「じっくりパソコン入門
講座」

パソコンの起動、キーボード操作、インターネット等、初歩的な
内容を学習します。

10月4日～11月27
日

福島県男女共生セン
ター

福島県男女共生センター 0243-23-8304

福島県 二本松市 ① 未来塾

「地域における防災・復興」をメインテーマとし、災害時の被災
者支援や防災・減災、復興の分野において、男女共同参画の
視点に立ち、他者・他機関との連携・ネットワークを図りながら
積極的に活動できる人材育成を目指します。

10月13, 14, 20日,
11月3, 4日

福島県男女共生セン
ター

福島県男女共生センター 無料 0243-23-8304

福島県 二本松市 ①
第３回コーチング講座
基礎編

自分らしさを大切にしながら、他の人とのより良い関係を築くた
めのコミュニケーション技術について学習します。

10月20, 21日
福島県男女共生セン
ター

福島県男女共生センター 0243-23-8304

福島県 二本松市 ① 健康セミナー
「ストレス」、「放射線の影響」等をテーマとした健康に関する正
しい知識を得るためのセミナー等を実施します。

10月予定
福島県男女共生セン
ター

福島県男女共生センター 無料 0243-23-8304

福島県 二本松市 ①
市町村男女共同参画
担当者研修

市町村等の職員を対象に、事業実施等に向けた担当者のス
キルアップのための研修や情報交換のための会議を開催しま
す。

11月予定
福島県男女共生セン
ター

福島県男女共生センター 無料 0243-23-8304

福島県 二本松市 ① 未来館フェスティバル
全館あげての県民参加型イベント（ボランティアによる企画運
営、県民主催の事業の実施等）を開催します。

11月23, 24日 福島県男女共生セン
ター

福島県男女共生センター 無料 0243-23-8304

福島県 二本松市 ①
未来館パソコン講座
「画像処理講座」

写真の取り込み、画像の加工を学習します。 11月28, 30日
福島県男女共生セン
ター

福島県男女共生センター 0243-23-8304

福島県 平田村 ① 食の安全教室
食中毒防止と食品衛生思想の普及啓発のための講話及び手
洗い実習を実施します。

11月15日 平田村立小平小学校
保健福祉部　県中保健福祉
事務所

無料
県中保健福祉事務所
衛生推進課
0248-75-7821

福島県 平田村 ① 食の安全教室
食中毒防止と食品衛生思想の普及啓発のための講話及び手
洗い実習を実施します。

11月19日 平田村立蓬田小学校
保健福祉部　県中保健福祉
事務所

無料
県中保健福祉事務所
衛生推進課
0248-75-7821

福島県 福島市 ③
算数・数学ジュニアオリ
ンピック

小学５・６年生と中学生を対象に思考力や発想力を試す問題
にチャレンジします。

10月20日
福島大学、会津大学、い
わき光洋高校

義務教育課 無料
024-521-7776(義務
教育課)

福島県 福島市 ②
ピュアハートサポート
フォーラム

東日本大震災以後、県教育委員会が取り組んできた児童生徒
の心のサポート及び道徳教育などについて紹介するとともに
今後の在り方について考えます。

11月17日
奥羽大学 義務教育課 無料

024-521-7774(義務
教育課)

イベントの種類　①教育（社会教育・生涯教育）　②教育（学校教育）　③文化　④科学技術・学術
料金欄が空白の場合、有料又は一部有料
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福島県 福島市 ②
これからの図画工作科
の指導に向けて

東京造形大学の小林貴史教授をお招きし、図画工作科学習の
意義、図画工作科指導の基礎・基本、図画工作科と美術の学
習等との連接についての講義をいただきます。

10月17日 福島県教育センター 福島県教育センター 無料
024-553-3141
(代表)

福島県 福島市 ②

日本の伝統音楽・西洋
音楽・民族音楽の学習
指導の基本とＩＣＴを活
用した教材研究の工夫

帝京平成大学の降矢美彌子教授をお招きして、音楽科教育に
おける日本の伝統音楽・西洋音楽・民族音楽の学習指導の基
礎や本質、グローバルな視点から見た音楽科教育の在り方やＩ
ＣＴ活用について、講義と実技研修を通して学びます。

10月11日 福島県教育センター 福島県教育センター 無料
024-553-3142
(代表)

福島県 福島市 ②
本県の高齢者の現状と
福祉政策

福島県保健福祉部高齢福祉課の大沼武彦主任主査をお招き
して、東日本大震災によって変化した本県の高齢者の生活や
介護の現状について講義をしていただきます。

10月24日（水）
13：00～16：45

福島県教育センター 福島県教育センター 無料
024-553-3143
(代表)

福島県 福島市 ⑤
企画展「いのちの煌め
き　田渕俊夫展」

週間中（11月5日は休館日）企画展観覧料が無料になります。 県立美術館 県立美術館 無料 024-531-5511

福島県 福島市 ⑥ 常設展
11月3日は常設展無料になります。ただし、ふくしま教育週間
（11月1日～7日、ただし休館日をのぞく）には、小・中・高校生
の企画展が無料となります。

県立美術館 県立美術館 無料 024-531-5511

福島県 福島市 ① 飼い犬のしつけ方教室
人と動物が互いに快適に暮らすため、適切な飼育の仕方につ
いての講習を実施します。（実技講習）

10月2日 福島市渡利体育館
保健福祉部　県北保健福祉
事務所

無料

http://wwwcms.pref.f
ukushima.jp/pcp_port
al/contents?CONTE
NTS_ID=10751

福島県 福島市 ① 飼い犬のしつけ方教室
人と動物が互いに快適に暮らすため、適切な飼育の仕方につ
いての講習を実施します。（実技講習）

10月3日 福島市渡利体育館
保健福祉部　県北保健福祉
事務所

無料

http://wwwcms.pref.f
ukushima.jp/pcp_port
al/contents?CONTE
NTS_ID=10751

福島県 福島市 ① すぎのめ子ども宿
一週間の合宿を通じて、食事の準備、洗濯及び清掃などの基
本的な生活技能を修得させながら、子どもたちの自主性を育
みます。

11月
(6泊7日)
(詳細未定)

福島県青少年会館 福島県青少年会館 無料 024-546-8311

福島県 福島市 ① こども未来フェスタ
こどもたちに様々な実体験をしてもらうことを目的としたブース
を設置し利用してもらうことで、こどもたちに体験的な学習の場
を提供します。

11月 4日 福島県青少年会館 福島県青少年会館 無料 024-546-8311

イベントの種類　①教育（社会教育・生涯教育）　②教育（学校教育）　③文化　④科学技術・学術
料金欄が空白の場合、有料又は一部有料
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福島県 福島市 ③

青少年健全育成セミ
ナー
（大人が変わるための
セミナー）

心身の健やかな成長が危ぶまれることの多い思春期から青年
期にかけての子どもたちを様々な角度から見つめ、個々の子
どもたちの発達に即して果たすべき親の役割について考えま
す。

10月13日, 12月8
日, 平成25年 1月
19日

福島県青少年会館（た
だし、12月8日は相馬市
コミュニティセンター）

福島県青少年育成県民会
議

無料 024-546-0002

福島県 福島市 ② 授業参観 学校参観 11月1, 2, 5, 6, 7日
福島大学附属特別支援
学校

福島大学附属特別支援学
校

無料
http://www.ash.fukus
hima-u.ac.jp/

福島県 福島市 ② 実践研修会 中学部の授業公開及び講演会 11月6日
福島大学附属特別支援
学校

福島大学附属特別支援学
校

無料
http://www.ash.fukus
hima-u.ac.jp/

福島県 福島市 ③ 第48回福大祭
福島大学の大学祭。模擬店や屋内・屋外での参加型イベント
を通して、大学と地域との交流の場をつくります。

11月3, 4日 福島大学 第48回福大祭実行委員会
学生課
024-548-8054

福島県 福島市 ③
第５回ホームカミング
デー

同窓生に大学に足を運んでいただく機会を設け、福島大学に
対する理解とキャンパスを身近に感じていただくことを目的に
開催するものです。

11月4日 福島大学 福島大学 無料
http://www.fukushim
a-u.ac.jp/

福島県 未定 ①
ハンセン病啓発普及事
業

ハンセン病についての正しい知識の普及のため、県民を対象
とした講演会を開催します。

11月 未定 保健福祉部　感染・看護室 無料
保健福祉部　感染・
看護室
024-521-7881

福島県 本宮市 ① 飼い犬のしつけ方教室
人と動物が互いに快適に暮らすため、適切な飼育の仕方につ
いての講習を実施します。（実技講習）

10月18日 本宮市総合体育館
保健福祉部　県北保健福祉
事務所

無料

http://wwwcms.pref.f
ukushima.jp/pcp_port
al/contents?CONTE
NTS_ID=10751

福島県 本宮市 ① 飼い犬のしつけ方教室
人と動物が互いに快適に暮らすため、適切な飼育の仕方につ
いての講習を実施します。（実技講習）

10月24日 本宮市総合体育館
保健福祉部　県北保健福祉
事務所

無料

http://wwwcms.pref.f
ukushima.jp/pcp_port
al/contents?CONTE
NTS_ID=10751

福島県 西郷村 ①
なすかしの森ファミリー
ミーティング③

幼児・小中学生及びその保護者が、自然体験活動を通して親
子の絆を深めるとともに自然のすばらしさを共感することで、
家庭における教育力の向上を図ることを目的とした事業です。

10月20日～
10月21日

国立那須甲子青少年自
然の家

独立行政法人国立青少年
教育振興機構

http://www.niye.go.jp/

福島県 小浜市 ①
漁家体験シリーズ～食
文化の伝承～なれずし
作り

若狭地方の伝統的スローフードを通して、子どもたちが、食文
化についての理解を深めるとともに、地元ならではの食文化の
大切さを発見することを目的とした事業です。

11月3日～
11月4日

国立若狭湾青少年自然
の家

独立行政法人国立青少年
教育振興機構

http://www.niye.go.jp/

福島県 矢吹町 ②
欅  隆  祭
（きりゅうさい）

学校祭です。
（日々の学習の成果の公開や各種イベントの実施）

10月21日
福島県農業総合セン
ター農業短期大学校

福島県農業総合センター農
業短期大学校

無料
0248-42-4111
農業担い手課
県庁内線3167
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