
会場名 当日参加の有無 問合せ先
会場住所 参加募集期日 電話番号

４月25日(土)
　　26日(日)

観音山少年自然の家
事前申込

先着順各回150人
観音山少年自然の家

各日9:00～15:30
浜松市北区引佐町東久留女木字

観音山
4月6日 053-545-0111

４月18日(土)
　　19日(日)

朝霧野外活動センター
事前申込
抽選120人

朝霧野外活動センター

１泊２日 富士宮市根原1 4月7日 0545-52-0321

4月25日（土） 富士山こどもの国 当日参加OK 0545-22-5555

～5月6日(水) 富士市桑崎1015

5月2日（土） 富士山こどもの国 当日参加OK 0545-22-5555

～5月6日(水) 富士市桑崎1015

4月29日、5月 富士山こどもの国 当日参加OK 0545-22-5555

2日～6日 富士市桑崎1015

4月29日、5月 富士山こどもの国 当日参加OK 0545-22-5555

2日～5日 富士市桑崎1015

4月25日（土） 富士山こどもの国 当日参加OK 0545-22-5555
～5月6日(水) 富士市桑崎1015

5月1～11日（金～
月）

浜松市役所1階ロビー 市役所来庁者自由観覧 次世代育成課

8：30～17:15 浜松市中区元城町103-2 - 053-457-2794

5月8日（金） 浜松市児童相談所 他 - 浜松市児童相談所

9：45～14：00 浜松市中区中央一丁目12－1 - 053-457-2703

5月2～6日（土～
水）

浜松こども館 当日直接会場へ 浜松こども館

11：00～13：00
浜松市中区鍛冶町100-1

ザザシティ浜松中央館6・7階
事前申し込みなし 053-450-9111

5月2～6日（土～
水）

浜松こども館 当日直接会場へ 浜松こども館

13：00～15：00
浜松市中区鍛冶町100-1

ザザシティ浜松中央館6・7階
事前申し込みなし 053-450-9111

５月６日（水） 伊東市中央児童館 有
伊東市

中央児童館
11：00～15：00 伊東市松原622番地の12 なし 0557-36-3131
５月２日（土） 川根児童館 有 川根児童館
10：00～11：30 島田市川根家山585 無 53-3315
５月３日（日） 初倉小学校体育館 有(募集状況による） 初倉児童センター
10：00～12：00 島田市阪本132 平成27年4月30日 38-5888
５月５日（火） 島田市こども館 無 島田市こども館
10：00～15：00 島田市本通３丁目3-3 無 34-3341

５月５日（火） 島田市博物館及び分館 有 博物館

9:00～15：30
（予定）

島田市河原一丁目5-50
島田市河原二丁目16-5

0547-37－1000
http://www.city.shimada.shizuoka.jp/h
akubutukan/hakubutu_top.html

伊東市

三島市

浜松市

島田市
こどもの日のつどい

http://www.kodomo.or.jp/

http://www.kodomo.or.jp/

「GWこどもまつり」
富士山に響け
和太鼓の響演

近隣和太鼓保存会による和太鼓演奏の
披露

無料 http://www.kodomo.or.jp/

大道芸人による様々な大道芸の披露
「GWこどもまつり」
大道芸を楽しもう

無料

http://www.kodomo.or.jp/

「GWこどもまつり」
昭和の遊び大集合

無料～500円 http://www.kodomo.or.jp/

かわいいネズミとのふれあい、モル
モットレース、ﾋﾂｼﾞの散歩等

「GWこどもまつり」
まきばフェスティバ
ル

50～200円

メンコ、お手玉、けん玉、竹馬、竹と
んぼ遊びなど

「GWこどもまつり」
こいのぼりの海

お客様から寄贈して頂いたこいのぼり
の飾りつけ

無料

児童福祉を啓発するためのパネル展示
を行います。（5月1日は15:00から、5
月11日は17:00まで）

児童福祉週間パネル
展示

ちょっといい春感じ
ませんか。

ハイキング、クラフト、プラネタリウ
ム観賞

小学生以上4,000円
幼稚園児　3,000円
乳児        500円

http://asagiri.camping.or.jp

観音山子どもフェス
ティバル

沢登り、ハイキング、ゲーム大会など 一人600円 http://www.1nh.co.jp/~kannonyama/

しいたけ教室

5月9日（土）13:00
～
5月10日（日）
12:00

静岡県県民の森
しいたけの原木栽培について学びま
す。実際に原木の玉切り、植菌、
チェーンソーを使っての間伐を体験し
ます。

静岡市葵区井川

(本館)ｽｰﾊﾟｰﾎﾞｰﾙ作りやエコ粘土を使っ
てｽﾄﾗｯﾌﾟ作り
(分館)民俗資料の展示と体験、シャボ
ン玉遊びや折り紙を使ってかぶと作り
をします。（予定）

無料こどもの日のつどい

無料
http://shimada-
kosodate.appspot.com/

こどもの日のつどい
おもしろい種目の玉入れ、親子リレー
など

無料
http://shimada-
kosodate.appspot.com/

遊び場の提供、折り紙
輪投げ等

無料
http://shimada-
kosodate.appspot.com/

児童週間まつり
遊ぶ、つくる、見るコーナーの設置、
お琴の演奏と体験、ホットドックの提
供等

無料
kenkou@city.ito.shizuoka.jp

こどもの日のつどい ゲーム・運動

Ｖia701
（運営実行）

三島市中央町～
広小路町

055-976-0038
無料

有

三島大通り
商店街まつり

5月5日（火）
11:00～16:00

三島本町大通り 歩行者天国となった大通りで各参加機
関がブースを設置する。市役所も行政
ブースを設置し、子育て支援課は市民
に対し啓発品を配り児童虐待防止を啓
発する。

「カプラ」だよ！
全員集合

ホール内でカプラを楽しんでいただき
ます。

　無料
別途入館料が必要です

http://www.hcf.or.jp/facilities
/kodomokan/

おむすびづくり
～さくらごはん～

炊きたてのさくらごはんでおにぎり作
りを行います。
※ごはんがなくなり次第終了

1個100円
別途入館料が必要です

http://www.hcf.or.jp/facilities
/kodomokan/

一日児童相談所長 無料
中区保護司会会長へ一日児童相談所長
をお願いし、児童相談所の業務を広報
します。

参加費 イベントの詳細について

無料

大人1000円 事前の申し込み必要
054-260-2214 http://www.kenmori.info/

中学生以下500円 5月1日（金）まで

平成27年度「児童福祉週間」関連取組　一覧

県

行事名 開催日時 行事内容



会場名 当日参加の有無 問合せ先
会場住所 参加募集期日 電話番号

参加費 イベントの詳細について行事名 開催日時 行事内容

5月9日（土） 東部児童館 有 東部児童館

10：00～11：30 富士市比奈115－3 事前申し込みなし 0545-34-3003

5月10日（日） ぐるん・ぱよねのみや 有 ぐるん・ぱ   よねのみや

9：00～11：30 富士市米之宮町303 事前申し込みなし 0545-62-1666

5月9日（土） 広見児童館 有 広見児童館

10：00～11：30 富士市石坂375 事前申し込みなし 0545-22-0582

５月９日（土） 大東児童館 有 大東児童館

10：00～13：00
掛川市三俣620大東保健センター

２Ｆ
無 0537-72-7830

５月10日（日） 掛川児童交流館 有 掛川児童交流館

10：00～13：00
掛川市掛川910-1総合福祉セン

ターあいり～な３Ｆ
無 0537-24-0822

5月9日（土） 富士山樹空の森 有 市子連
9：00～14：00 御殿場市印野1380-15 0550-89-5380

5月上旬 市民交流センター 子ども家庭センター
御殿場市萩原988-1 0550-70-6821

5月17日（日） 子育て支援センター 有 子育て支援センター
湖西市新居町浜名485 無 053594-5922

5月12日（火） あゆのさと 有 あゆのさと

9:30　～11:30 伊豆市柏久保1309 0558-72-1740

5月13日（水） 修善寺保育園 有 修善寺保育園

9:30　～11:30 伊豆市修善寺3230-1 0558-72-1748

5月14日（木） ちびっこサロンわらぼ 有 ちびっこサロンわらぼ

9:30　～11:30 伊豆市原保199-5 0558-83.0116

5月14日（木） 土肥こども園 有 土肥こども園

9:30　～11:30 伊豆市土肥665-26 0558-98-0228

5月15日（金） 生きいきプラザ･健診ホール 有 こども課

9:30　～11:30 伊豆市小立野38-2 0558-72-9864

地域子育て支援センター
「にこにこランド」

0537-86-9595
地域子育て支援センター

「ぴよぴよ」
0548-63-1201

地域子育て支援センター
「にこにこランド」

0537-86-9595
地域子育て支援センター

「ぴよぴよ」
0548-63-1201

浜岡中央児童館
0537-86-8066

５月23日（土） 小笠体育館 有 福祉課

10：00～11：00 菊川市下平川5445番地の1 当日受付 0537-35-0914

５月３日（日） 狩野川ふれあい広場 有 清水町体育協会

9：30～14：00 狩野川河川敷 055-971-0160

御殿場市
こいのぼり掲揚

のびりん祭

こどもフェスタ

親と子の写生大会

こどもフェスティバ
ル

親と子の写生大会

こどもフェスティバ
ル

たいこ演奏の鑑賞やミュージックベル
体験、グラグラタワーなどのチャレン
ジゲーム等

無料

ふれあい動物園、シールラリー、手作
りコーナー、パフォーマンス広場など

無料
掛川市社会福祉協議会HP
社協だよりH27.4月号PDF、
大東児童館だよりH27.4月号PDF

親子で楽しめる工作 無料

清水町

御前崎市

菊川市

伊豆市

掛川市

湖西市

富士市

鯉のぼりフェスタ

町内外のどなたでも参加できます。広
場に設置している「ストラックアウ
ト」などのゲームに挑戦してカードに
スタンプを集めると、景品があたるく
じ引きができます。

無料

親子のつどい
市内の幼児親子～小学生が対象です。
講師の先生を招いて、親子で体を動か
して遊びます。

無料
http://www.city.kikugawa.shizuo
ka.jp/

無料

完全事前申込制

10:00～11:30 御前崎市池新田444 4/10～4/30

ちびっこ運動会

5月12日(火) 浜岡総合運動場

運動会

無料

基本事前申込制

10:00～11:00 御前崎市門屋2070-19 4/14～5/1

なかよし音楽会

5月11日(月) 高松保育園

音楽あそび

子育て支援センター
の集い

支援センター紹介・親子で遊ぼう
（コーナー遊び）

無料
伊豆市広報・子育て支援センター
だより・ホームページ（子ども子
育て・子育て支援だより）

にこにこサロン子育
て支援センターの集
い

段ボールで遊ぼう 無料
伊豆市広報・子育て支援センター
だより・ホームページ（子ども子
育て・子育て支援だより）

ちびっこサロンわら
ぼ子育て支援セン
ターの集い

手作りおもちゃ 無料
伊豆市広報・子育て支援センター
だより・ホームページ（子ども子
育て・子育て支援だより）

修善寺保育園子育て
支援センターの集い

作って遊ぼう 無料
伊豆市広報・子育て支援センター
だより・ホームページ（子ども子
育て・子育て支援だより）

あゆのさと子育て支
援センターの集い

パネルシアター・歌 無料
伊豆市広報・子育て支援センター
だより・ホームページ（子ども子
育て・子育て支援だより）

お楽しみ劇場ほか、体操・手遊び・制
作あそび等

無料 www.city.kosai.shizuoka.jp

こどもフェスタ
しゃぼん玉ショー、スタンプラリー、
手作りコーナー、お菓子釣りなど

無料

こいのぼり掲揚 無料 http://child.gotemba-skc.jp/

無料

こどもフェスティバ
ル

「作って飛ばそう」をテーマにした工
作

無料



会場名 当日参加の有無 問合せ先
会場住所 参加募集期日 電話番号

参加費 イベントの詳細について行事名 開催日時 行事内容

４月２９日（水） 県営吉田公園 都市建設課　土木管理部
　１０：００　～

１５：００
吉田町川尻４０３６－２

０５４８－３３－２１２
４

５月１７日（日） 県営吉田公園西側町有地 吉田町観光協会事務局
１０　：００　～

１４：００
吉田町川尻４０３６－２

０５４８－３３－２１２
２

5月1日（金） 川根本町子育て支援施設 有 川根本町子育て支援施設
10：00～11：00 川根本町元藤川201番地の1 0547-57-2231
4月25日（土） 森町児童館 無 森町児童館
9：30～12：00 周智郡森町森50-1 定員になり次第終了 0538-85-2839

森町

吉田町

たこ作り＆たこあげ
教室

凧作り及び凧揚げ 650円

吉田町凧揚げまつり
地元をはじめ、県内外の珍しい凧の凧
揚げ。無料凧作り、コンテスト、特産
品バザール等

無料

第23回みどりのオア
シスまつり

保育園児作成のオリジナル鯉のぼりあ
げ・花めぐりスタンプラリー・押し花
セミナー等

無料

こどもの日の集いを
祝う会

子どもの日を祝う会 無料川根本町


