
45/ 金 1回目 13:00～
2回目 15:00～

よさこい演舞

楽しい～！ こいのぼり・お遊び広場
こいのぼり
トンネルを
探検！

大きな
こいのぼりが
芝生の上に
出現！

こいのぼり
絵付け体験

ほっぺにぺタ!! こいのぼり
衣裳試着！！

紙飛行機
作り！

好きな絵を
書いて
記念に
持って帰れる!!

（こいのぼりペイント）

インスタ映え間違いなし！

一部
有料

有料

※イメージ

どんな衣裳
か

お楽しみ！！

上位に入って
賞品をゲット！

●バケツ稲植え体験
（メインステージ）

●野菜重さ当てクイズ
優勝すると野菜プレゼント！
（メインステージ）

●押し花小物作り
（工芸館）

有料

5/4

5/5
（こもれび広場）
●こいのぼりんピック 2018
（工芸館）
●

5/

3 5

おいしい屋台も ！！

期間中 毎日
!!

花の種プレゼント！！花の種プレゼント！！
（期間中毎日先着3００名様にプレゼント）（期間中毎日先着3００名様にプレゼント）

■お問い合わせ／四季の里　TEL 024-593-0101 ■お問い合わせ／子どもの夢を育む施設こむこむ館　TEL 024-524-3131 ■お問い合わせ／じょーもぴあ宮畑　TEL 024-573-0015

四季の里 
子どもの日スペシャル

1回目 11:00～ 2回目 14:00～

55/ 土

35/ 木 1回目 11:00～
2回目 14:00～

■お問い合わせ／霊山こどもの村　TEL 024-589-2211 ■お問い合わせ／りょうぜん 紅彩館　TEL 024-589-2233

霊
山新緑まつり

5/3（木・祝）～5/6（日）
会　場／霊山登山口
8：30～　山開き安全祈願祭
9：00～　霊山太鼓披露／清掃登山

9：00～　伊達市おもてなし隊
　　　　 「伊達政宗と愛姫」来場

ふるさと物産展開催（9:00～15:00）
記念バッジプレゼント
（※各日9時より配布　限定200個）

振る舞い汁（※各日無くなり次第終了）

登
山
の
ご
案
内

①霊山満喫登山　5/3（木・祝）9:00～
②霊山縦走登山　5/4（金・祝）・5/5（土・祝）7:30～
■料　　金 : ①無料　②1,800円

■定　　員 : 各30名程度

■集合場所 : 霊山登山口
　※要予約（4日前まで紅彩館にて受付）

霊山フォト
コンテストも
同時開催！

5/3
（木・祝）

5/5
（土・祝）

5/3（木・祝）～
5/6（日）

※共通注意事項／●音楽堂コンサート等の行事と重なるときなどは日程の変更があります。
　　　　　　　　●申し込み人数が少ない場合は、教室をとりやめることがあります。福島市働く婦人の家・福島市勤労青少年ホーム（福島市入江町1-1 TEL.024-531-6221）お問い合わせ

受講生募集にじの会にじの会 ウォーキングボランティア講習会 開催 平成30年度
第Ⅰ期

受講対象／市内に居住又は勤務している勤労女性、又は勤労家庭の女性。
婦人の家講座は託児も受け付けます。（先着10名。2歳以上の未就学児童に限ります）

募集期間／平成30年5月13日（日）9：00～5月18日（金）17：00
申込方法／・募集期間内に直接来館してお申し込みください。その際、受講料をご用意ください。（電話による申し込みはお受けできません）
　　　　　・受付は先着順となります。ただし、募集期間初日の9：00の時点で定員を超えている場合は抽選となります。

働く婦人の家 勤労青少年ホーム
ウェーブストレッチリング教室

15名
5/31・6/7、14、21、28（毎週木曜日の5回コース）
10：00～12：00
働く婦人の家 2Ｆ軽運動室
アーチバランスの整った理想的な姿勢を作りだし、ス
ムーズな動きを引き出します。筋肉のこりをほぐし、血
流をよくし疲労回復にも効果があります。是非この機
会にウェーブストレッチリングを体験してみましょう。
500円（傷害保険料）
YAGOメディカルフィットネスクラブ
チーフインストラクター 三瓶  好 先生

定　員／
期　日／
時　間／
場　所／
内　容／

受講料／
講　師／

パソコンWord教室(短期集中講座）
15名
7/2（月）～7/4（水）3日間のコース
10：00～15：00
（休憩1時間、最終日は12：00まで）
働く婦人の家 1Ｆ講習室
パソコン使用がはじめての方が対象です。
基本操作、日本語入力、文書作成などを
学びます。  
2,160円（テキスト代含む）
（有）ジャパンウィングITスクール ユアPC
インストラクター  2名

・時　　間／①11：00　②14：00
・会　　場／1階にぎわい広場
・定　　員／各回200名
・観覧方法／当日9：30より各回の
　　　　　 整理券を配付（1人4枚まで）
※整理券をお持ちでない方も、立ち見ができます。

・時　　間／午後4時30分～
              　午後5時15分
・定　　員／120名
・観覧方法／当日9:30から無料  
　　　　　 観覧券を配付

定　員／
期　日／
時　間／

場　所／
内　容／

受講料／
講　師／

デジタル一眼レフカメラ教室
10名
5/30・6/6、13、27・7/4
（毎週水曜日の5回コース　6/20は除く）
19：00～20：30
働く婦人の家 1Ｆ講習室
デジタル一眼レフカメラをお持ちの方が対象です。
オート撮影から簡単なマニュアル撮影までを学習
します。持ってはいるが使い方がよくわからない、も
う少し技術をあげたい方などは是非お申し込みを。
1,000円（テキスト代含む）
(株)大竹写真　竹中 大 先生

定　員／
期　日／

時　間／
場　所／
内　容／

受講料／
講　師／

ゴルフ教室
10名
6/4、11、18、25・7/2（毎週月曜日の5回コース）
19：00～20：30  
ゴルフレンジアミーゴ（福島市成川・現地集合解散）
はじめての方から経験豊富な方まで、
どなたでも気軽に受講できる教室です。
一度プロに見てもらえれば上達のコツ
がつかめます。  
5,900円（プリペイドカード・傷害保険）
佐藤ゴルフ企画レッスンプロ 
佐藤 寿一 先生  

定　員／
期　日／
時　間／
場　所／
内　容／

受講料／
講　師／

受講対象／市内に居住又は勤務している35歳以下の勤労青少年。
※36歳以上の方でも受講可能です。お問い合わせください。　目の不自由な方と一緒にウォーキングを楽しみませんか？

一緒に歩く基本的なコツを覚えて、自然に親しむ楽しみを分かち合
いましょう。基本的なコツを身につけたら、まちで目の不自由な方
に出会ったときにも、気軽にサポートできます。
　にじの会は、視覚に障害がある方が安心して、安全に外出し、社
会参加ができる「まち」を目指して、活動しています。
　にじの会では毎月1回ウォーキングを行っています。4月のお花見
に始まり、街中を歩いて福島の歴史を訪ねたり、信夫山、小鳥の森、
花見山を歩いたり、ときには、バスや電車を利用して楽しんでいま
す。ぜひ、ボランティアに参加してください。

開催日

時　間

5月9日・16日・23日・30日の毎週水曜日
全4回（3回目はウォーキングをします）
13:00～15:30

会　場 福島視覚情報サポートセンターにじ
福島市西中央二丁目 23-1

講　師 にじの会会員 定　員 20 名 受講料 無料

※受講後、にじの会のボランティアとして、月 1回のウォーキングに参加してくださる方を歓迎します。

特定非営利活動法人  にじの会 　〒960-8074　福島市西中央二丁目23-1
TEL.024-529-7021　Fax.024-529-7031　E-mail : niji@nponiji.com主催 お問い合わせ

受講お申し込み先

■イベント時間　５/３・４（１０：００～１６：００）
　　　　　　　　５/５（１０：００～１５：００）

＊四季の里の開場時間は、９：００～２１：００

2018
ＧＷの3日間は四季の里で過ごそう！
期間中は「農」にちなんだクイズや、参加型のイベントを多数開催。
キャラクターのステージショーもあるよ！
家族みんなで楽しめる3日間♪

・場　所　じょーもぴあ宮畑
・対　象　小学生　　・参加費　無　料
・定　員　午前・午後　各30名
 （当日先着　30分前から会場（公園）で受付します）

弓矢王選手権弓矢王選手権スターリーアワー
FROM EARTH TO 
THE UNIVERSE　
～宇宙への旅～

春のこむこむまつり

丸木弓で矢を三本
打って、

当てた的の点数を
競います。

優勝者には景品が
あります。

（低学年にハンデ
あり）

丸木弓で矢を三本
打って、

当てた的の点数を
競います。

優勝者には景品が
あります。

（低学年にハンデ
あり）

南ヨーロッパ天文台が制作した
美しい映像による、果てしない宇
宙への旅をお楽しみください。

5月5日(土・祝) 9：30～17：00

5月5日(土・祝) 

5月5日(土・祝)5月5日(土・祝) ①午前11時～12時②午後1時30分～2時30分 
①午前11時～12時
②午後1時30分～2時30分 

ショー、ワークショップ、プラネタリウム無料投影など
先着100名にはオリジナル缶バッチをプレゼント！

「ルルロロわくわくコンサート」

事前
申し込み

不 要

バルーン
プレゼントも
あるよ！もりっとのルンルン

バルーンショー&バルーンプレゼント

じょーもぴあ宮畑

ウルトラマンタロウ
握手＆撮影会

春春
5月3日 ・4日 ・5日木 金 土開催


