
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

5月上旬～下旬 県内３会場 有 県こども未来課

東部、中部、西部各１会場 054-221-3485

4月29日（土）～5月7日（日) 静岡県富士山こどもの国 有 富士山こどもの国

富士市桑崎1015 0545-22-5555

4月29日（土）、30日（日） 観音山少年自然の家 無 観音山少年自然の家

9：00～16：00
浜松市北区引佐町東
久留女木字観音山

4/2（日）より先着 053-545-0111

4月29日（土）～30日
（日）

　　　　　　　 （1泊2
日）

朝霧野外活動センター 無 朝霧野外活動センター

13：00～翌16：00 富士宮市根原１番地 4/14（金）まで 0544-52-0321

5月10日（水） 浜松市児童相談所　他 無 浜松市児童相談所

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

4月23日（日）～5月5日（金） 狩野川緑地 有 沼津市生涯学習課

狩野川河川敷 055-934-4871

5月4日（木） 狩野川緑地 有 沼津市生涯学習課

10:00～16:00 狩野川河川敷 055-934-4871

5月5日（金） 狩野川緑地 有 沼津市生涯学習課

10:00～15:00 狩野川河川敷 055-934-4871

5月5日 （金） 三島本町大通り 有 三島市子育て支援課

11：00～16：00 県道22号三島本町大通り 055-983-2713

無料

http://www.kodomo.or.jp/
※４月中旬以降に掲載予定

http://www.shizuoka-
c.ed.jp/kannonyama/

http://asagiri.camping.or
.jp

無料

富士山こどもの国Ｇ
Ｗイベント

春の大通り商店街ま
つり

歩行者天国となる大通りに
ブースを出し、児童虐待、Ｄ
Ｖの未然防止と早期通告と通
告先周知のためにリーフレッ
ト、風船、啓発品を配布す
る。（啓発活動は11：00～
12：00）

無料

平成29年度児童福祉週間関連取組一覧

一日児童相談所長

行事内容 参加費

児童相談所の業務を広く市民
に広報するもの

無料

ＧＷイベントの実施

ちょっといい春感じ
ませんか

ハイキング、クラフト、プラ
ネタリウム鑑賞

http://koifes.numazus.net沼津市

第33回沼津こいのぼ
りフェスティバル

区分

父親参加型交流会
チャレンジランキングなどの
遊びや体験等を通じて、父親
とのふれあい・交流を深める

行事名 開催日時

こいのぼりの掲揚

イベントの詳細が
わかるHP(URL)

浜松市

http://koifes.numazus.net

三島市

http://koifes.numazus.net

第33回沼津こいのぼ
りフェスティバル

親子ふれあいイベント 無料

無料
（入園

料別
途）

無料

大人
5,000円
小・中

3,800円
幼

500円

第33回沼津こいのぼ
りフェスティバル

親子ふれあいイベント

県 観音山子どもフェス
ティバル

セレクトハイキング、ゲーム
大会、ネイチャービンゴ大会

600円/日



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
行事内容 参加費区分 行事名 開催日時

イベントの詳細が
わかるHP(URL)

5月6日（土） 伊東市中央児童館 有
児童・身体障害者福
祉センターはばたき

11：00～15：00 0557-36-3131

5月4日（木） 島田市こども館 有 島田市こども館

11：00～15：00 島田市本通三丁目3-3 0547-34-3341

5月13日（土） 島田市こども館 有 島田市こども館

13：30～15：00 島田市本通三丁目3-3 0547-34-3341

5月6日（土） 島田市立初倉小学校 有 島田市立初倉児童センター

10：00～12：00 島田市阪本1337 4/3 0547-38-5888

5月13日（土） 島田市立川根児童館 無 島田市立川根児童館

10：00～12：00 島田市川根町家山585 5/6 0547-53-3315

5月20日（土） 島田市立川根児童館 無 島田市立川根児童館

10：00～12：00 島田市川根町家山585 5/13 0547-53-3315

5月5日（金） 島田市博物館/分館 有 島田市博物館

9：00～17：00 島田市河原一丁目5-50 0547-37-1000

島田市

こどもの日のつどい
〇展示会観覧料無料
〇その他楽しいイベントを計
画中（詳細は未定）

http://shimahaku.jp

http://www.shimaiku.jp

母の日プレゼント作
り

母の日のプレゼント作りをす
る

100円 http://www.shimaiku.jp

ミニ運動会
幼児親子～小学生を対象にし
たミニ運動会

無料

http://shimadakodomokan.b
irukan.jp/

手作りワーク：母の
日のプレゼントつく
り

母の日のプレゼント作りをす
る

100円
http://shimadakodomokan.b
irukan.jp/

おにぎりつくってお
散歩

100円 http://www.shimaiku.jp
自分達でおにぎりをつくり散
歩しながら外で食べる

うきうき☆こども
デー

こどもの日にちなんだ体験や
工作を楽しむ

無料

無料

無料児童館フェスタ
各種体験・ゲーム・お楽しみ
抽選会など

伊東市



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
行事内容 参加費区分 行事名 開催日時

イベントの詳細が
わかるHP(URL)

4月29日（土） 大須賀児童館 有 大須賀児童館

10：00～13：00 掛川市西大渕150 0537-48-5965

5月7日（日） 掛川児童交流館 有 掛川児童交流館

9:30～13:00 掛川市掛川910-1 0537-24-0822

5月7日（日） 富士山樹空の森 有 御殿場市市子連事務局

9:00～14:00
御殿場市印野1380-
15

0550-89-5380

5月3日（水） おちばの里親水公園 有 湖西市社会教育課

10：00～14：00 湖西市大知波 053-576-4793

5月19日（金） 生きいきプラザ 無 伊豆市こども課

9：30～11：30 伊豆市小立野38-2 0558-72-9864

5月15日（月）～18日
（木）

各支援センター 無 伊豆市各支援センター

9：30～11：30

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

御殿場市 親と子の写生大会
富士山樹空の森敷地内での写
生大会

無料
http;//www.gotenba-
shikoren.org

子育て支援センター
のつどい

鯉のぼりの掲出、森遊び、ク
ラフト体験、甘酒サービス、
写生大会

御前崎市池新田444

湖西市

伊豆市

http://www.city.izu.shizu
oka.jp（子育て支援）

市内各支援センター

春の親水公園まつり
http://kosaicity.com/post
s/event12.html

無料
支援センターの紹介と親子ひ
れあい遊び

支援センターの紹介と親子ひ
れあい遊び

無料

同上

音楽あそびなかよし音楽会

5月8日（月） 高松保育園

無料

御前崎市

10:00～11:30 御前崎市門屋20710-19 4/10～4/28

ちびっこ運動会

5月10日（水） 浜岡総合運動場

運動会

完全事前申込制

10:00～11:30 4/10～4/28

無料

無料

完全事前申込制

掛川市社会福祉協議会

こどもフェスタ
手作り･遊び･食べ物ｺｰﾅｰ､ｽﾗｯｸ
ﾗｲﾝ､赤ちゃんﾊｲﾊｲ大会､ﾊﾝﾄﾞﾒｲ
ﾄﾞ､ﾏﾏﾊﾞﾄﾝによる物々交換 他

ﾌｪｽﾀは
無料
（一部
有料）

掛川市社会福祉協議会

掛川市

こどもフェスタ
手作りｺｰﾅｰ(父･母の日ﾌﾟﾚｾﾞﾝﾄ
を作ろう)､みんなでﾊﾝﾄﾞﾍﾟｲﾝ
ﾃｨﾝｸﾞ 他

ﾌｪｽﾀは
無料
（一部
有料）



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
行事内容 参加費区分 行事名 開催日時

イベントの詳細が
わかるHP(URL)

5月13日（土） 小笠体育館 有 菊川市福祉課

10：00～11：30 菊川市下平川5445－1 0537-35-0914

5月5日（金） 相良児童館 有 相良児童館

9：00～17：00 牧之原市波津572-2 随時 0548-52-1535

4月30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

5月3日（水） 金時公園 無 小山町商工観光課

8：00～15：00 小山町中島区 0550-76-6114

5月20日（土） 小山町総合文化会館 無 小山町立図書館

小山町阿多野区 0550-76-4270

4月22日（土） 保健福祉ｾﾝﾀｰ･親水公園 無 森町児童館

9：00～12：00 森町森50-1 3/8～3/31 0538-85-2839

5月13日（土） 保健福祉ｾﾝﾀｰ･親水公園 無 森町児童館

9：30～12：00 森町森50-1 4/18～5/9 0538-85-2839

牧之原市

菊川市

清水町

親子のつどい

鯉のぼりフェスタ

クッキングクラブ
母の日ｲﾍﾞﾝﾄ 小学生対象親子
クッキング～ｶﾚｰづくり～

100円

親子凧作り・凧揚げ
揚げても良し飾っても良しの
名前入り凧作り

650円

こどもの日のつどい

森町

「大ちゃん先生と遊ぼう」親
子で簡単な運動遊び

無（紙ベースのみ）

無料

鯉のぼり作り

町内外のどなたでも参加可。
「ストラックアウト」などの
ゲームに挑戦してスタンプを
集めると、景品があたるくじ
引きができます。

無料
http://www.city.makinohar
a.shizuoka.jp/

無料

無料

http://www.fuji-oyama.jp

小山町

子供相撲大会
子供綱引大会

第５３回富士山金太
郎春祭り

こども読書の日 無料
http://www.oyama-
shiteikanri.jp/

読み聞かせ
リサイクル本展示・贈呈
影絵ワークショップ


