
※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

受講生募集令和元年度
第Ⅲ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／令和2年1月5日（日）9：00～1月10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
パソコンWord教室(短期集中講座）

15名
2/3（月）～2/5（水）(3日間のコース)
10:00～15:00
（休憩1時間・最終日は12:00迄）
音楽堂 第１練習室
はじめてパソコンを使用する方が対象
です。基本操作、日本語入力、文書作成な
どを学びます。
2,200円 （テキスト代含む）
（有）ジャパンウィング
永瀬正輝先生

定　員／
期　日／
時　間／

場　所／
内　容／

受講料／
講　師／

大正琴教室
12名
1/20, 27・2/3, 10, 17
（毎週月曜日の5回コース）
13:30～15:30
音楽堂 第4練習室
はじめての方から経験者までを対象に大正琴の基
礎を学びます。いろいろなジャンルの音楽に挑戦し
て大正琴の音色を楽しみましょう。まずは楽器に触
れることが大事です。
1,000円（材料費5回分）
琴城流大正琴教授　牛尾千賀子先生

定　員／
期　日／

時　間／
場　所／
内　容／

受講料／
講　師／

コーヒーを楽しむ教室ボクシングエクササイズ教室
15名
1/23,30・2/6,13,20
（毎週木曜日の5回コース）
19:00～20:30
音楽堂 第5練習室  
日頃の運動不足とストレスの解消にいかがで
しょうか？初心者でも経験者でも楽しく気持
ちよく体を動かすことが目的です。時にはあ
んな思いやこんな思いをパンチにこめて！！
500円（傷害保険）  
野宮フィットネスボクシングコーチ 2名

定　員／
期　日／

時　間／
場　所／
内　容／

受講料／
講　師／

12名
2/7,14,21
（毎週金曜日の3回コース）
19:00～21:00
椏久里珈琲（福島市東中央3-20-2） 
コーヒーの楽しみ方を中心にコーヒーの入れ
方や種類による違いなどを学びます。椏久里
珈琲のお店を利用した教室で雰囲気も楽し
めます。
3,000円（3回分ケーキ付） 
椏久里珈琲　マスター 市澤秀耕先生

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。

新しい一年が始まります。新年初めのイベントは初詣。
「一年の計は元旦にあり」というように、新しい年をどう過ごすのか一年の心構え、計画を立ててみてはいかがでしょう。

ピンと張りつめた空気の中、境内で手を合わせ、心を込めて参拝すると身も心も引き締まりますよ。

初詣―市内 神社・お寺の年末年始行事―
1月の特集  

令和2年

庚子

新
春
2020

かのえね

福島市宮町5-2　Tel.024-522-2702
駐車場：周辺駐車場（有料）約500台

福島稲荷神社

御利益

年末年始の行事について

由　緒　　　    　福島稲荷神社は、西暦987年第66代一条天皇の御代に、陰陽師 安倍晴明（おんみょうじ 
あべのせいめい）が東北で唯一創建した神社として知られ、令和2年で御鎮座1033年を迎える。
　伊勢神宮外宮の神さまで食をつかさどる神さま、豊受比売命（トヨウケヒメノミコト）をおまつりし、
福島市の総鎮守として広く市民に親しまれている。

厄除け・八方除け・家内安全・商売繁昌・合格祈願・諸願成就

オリジナルお守りのご紹介 新年より限定数「不動明王御守護絵馬」

★幸福御守
★しおり付き合格御守
★健康御守・キティちゃん御守・ 
　キティちゃん破魔矢

御祭神　
豊受比売命、他に大國主命、言代主命

巾1m80cm×高さ1m20cmの
干支ジャンボ絵馬をぜひ、ご覧ください。

★不動明王勝守
　…スポーツ・勉学・芸事などの勝運、
　　苦難・試練に打ち勝つ

★信達三十三観音霊場　
　納経帳　1,300円（税込）

★各種お守り　500円（税込）
★木札　1,000円（税込）

★お札　500円（税込）

★鉄道御守
　…鉄道ファン、利用者、関係者の安全と幸福

★学業成就・身体堅固御守
　…学生さんのランドセル、通学カバンに

★成田山身代り御守
　…災難・厄除けのご利益がある御守

★仕事御守
　…就職成就、仕事安全、開運出世

★不動明王絵馬付き破魔矢
　…開運招福・諸願成就

詳しい初詣情報は 福島稲荷 検索

必見!!毎年恒例
ジャンボ絵馬!!

歳末恒例「年の市」 12月25日（水）～1月15日（水）

1月1日（元旦）～5日（日）、11日（土）、12日（日）、
13日（月・祝）※記載されている期間はご予約不要

初　詣 元旦0：00～（三が日の参拝者予想：10万人）

新年の厄除け、八方除け、家内安全祈祷
▶9：00～17：00

※上記は予約無しでご祈祷が受けられます。
〈16日（木）以降は要予約〉

厄祓い、方位除け、合格祈願、家内安全、商売繁盛など

※納められないもの→人形、ぬいぐるみ、燃えないもの
古いおふだ納め▶12月25日（水）～31日（火）

正月の松飾りを神社に納めます。
（※納められないもの→おふだ、門松、人形、燃えないもの）

小正月松納め▶1月14日（火）
プチ「歳の市」 12月23日（月）～31日（火）

ご祈祷
1月1日（元旦）0：00～2：00までと、
9：00～17：00まで受付
1月2日（木）～15日（水） 9：00～17：00まで受付

ご祈祷料 お一人様5,000円

元　朝 招福甘酒ふるまい

新春
ご祈祷案内

元朝0：00～1：00　◇1日～7日は
9：00～16：00まで随時受付〈8日からは要予約〉

祈願案内 家内安全・厄除け・方位除け・交通安全・
合格祈願・商売繁盛 他

祈祷料 お一人様5,000円、10,000円～

写経会 3月28日・5月28日・9月28日
※要予約

節分豆まき
祈願祭

2月2日 厄年、年男、年女に
限らず、諸願成就、豆まき祈願、
一般祈願申し込み受付中。
1月15日まで

小正月だんご市 1月10日（金）～15日（水）

オリジナルお守りのご紹介
福島稲荷神社では170種以上のお守
りをご用意しております。
★厄除けお守り…800円 
★魔除けの桃守り…800円
★競馬ファン必携！競馬勝守り（5種）…各500円
※その他、おみくじも全16種類ご用意しております。

　最近は住宅事情などか
ら、神棚を設けないご家
庭が見受けられます。神さ
まと毎日生活を共に、家の
中に「神さまの存在を感じ
る、祈りの場」があること
が大切です。
　神社では、簡易（厚紙
製）の「おふだ立て」を無
料で差し上げております。

神棚がないご家庭、一人暮らしの方へ
家庭に祈りの場を

福島市森合戸ノ内30（工業高校前）
Tel.024-557-0038

福島成田山
不動院

御利益

年末年始の行事について

由　緒　　　    　「成田山」で知られる福島成田山不動院は、交通安全・厄除け・家内安全・合格祈願等
で全国的に有名な千葉県成田市の「大本山成田山新勝寺」を本山とする真言宗智山派の寺院で
す。大本山より御分霊を受けた不動明王を本尊として諸願成就のご祈祷が行わ
れています。「健康長寿祈願」は年代を問わず、健康や心のやすらぎ、長寿を祈
るもので古希、喜寿、米寿等の祝い歳の方におすすめ。新しい年の幸福を願っ
て、「力強い成田山不動明王」のご加護がありますよう是非ご参拝ください。

家内安全・厄除け・方位除け・健康長寿・交通安全・合格祈願・商売繁盛・事業隆盛・諸願成就

大本山成田山新勝寺末寺

福島市駒山1　Tel.024-535-0519
駐車場：周辺駐車場（無料）410台（三が日のみ）

福島縣護國神社

御利益

年末年始の行事について

由　緒　　　    　福島市は信夫山の麓にある福島縣護國神社。ほぼ全道府県にある護國神社は護國の
御英霊を御祭神としております。
　皇室の御崇敬も仰ぐ由緒正しい神社でありますが、その一方で境内で野外ライブを開くなど若
い世代との融合もある開かれた神社です。
　神社への参道には正月の三が日と4日（土）～5日（日）、11日（土）～13日（月・祝）の間には露店
が並び、さらに大晦日にはそば屋の露店も出ます。年越しそばを食べながら、境内のたき火で暖を
採り初詣というのもよろしいのではないでしょうか。
　また、護國神社ではおみくじが充実しており、「こどもおみくじ」や「恋みくじ」など14種類以上の
バラエティに富んだおみくじがあります。あなたの本年の運勢は？

厄除け・八方除け・学業成就・商売繁盛・家内安全・合格祈願など

御祭神　
英霊・天照皇大御神

詳しい初詣情報は 福島県護国神社 検索

除夜の鐘 12月31日（火）　
※一般の方も参加可能。23：20までお越しください。

元朝参り 1月1日（元旦）

新春祈祷 1月1日（元旦）　0：00～

福島市山口字文字摺70　Tel.024-535-1471
駐車場：無料120台

文知摺観音 
普門院

御利益

年末年始の行事について

由　緒　　　    　行基菩薩開創の文知摺観音は1300年の法灯を伝える観音霊場として知られるとともに、かつてこの
地周辺は綾形石の自然の石紋と綾形、そしてしのぶ草の葉形などを摺り込んだ風雅な模様の「もちずり絹」の産
地でもありました。その名残りをいまに伝える文知摺石は、都から按察使（巡察官）源融（みなもとのとおる）と、
山口長者の娘 虎女（とらじょ）の悲恋物語を生み、小倉百人一首にも詠まれました。
　後世、この地を訪れた松尾芭蕉も、奥の細道の中で、この文摺石を前に一句したた
めています。また、この他にも多宝塔や観音堂など、古来の縁を語る多くの文化財が残
されています。平成14年には、白壁も美しいもちずり美術資料館「傅光閣」も開設され多
くの人が訪れています。

家内安全・健康長寿・交通安全・
合格祈願・諸願成就

拝観時間 9：00～17：00（冬季16：00）
年中無休
（正月三日間は資料館のみ休館します）

拝観料 境内の拝観は無料
資料館は大人200円、子ども100円

曹洞宗

詳しい初詣情報は 文知摺観音 検索

主 催　福島市消防団・福島市女性防火クラブ連絡協議会・福島市消防本部

昭和初期の古装束を纏った消防団員が、明治時代の火消しポンプを引き行進
するよ。福島学院大学ＹＯＳＡＫＯＩクラブの演舞もあり。みんな見に来てね。

10：50頃　福島学院大学ＹＯＳＡＫＯＩクラブ
　　　　　「月下舞流」による演舞披露
11：10頃　挙式
11：20頃　閲団
11：40頃　消防組行進
11：45頃　分列行進
12：00　　終了

タイムスケジュール

観覧
無料

消防グッズ
プレゼント！！100先 着

名
様
に

さんかく広場にご来場のお子さま
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↑至信夫山トンネル

福島市消防本部 消防総務課　TEL.024-534-9107お問い合わせ

福島県指定重要文化財「多宝塔」

主催：福島市
共催：東日本大震災被災地域中小企業等人材確保支援事業事務局、福島労働局若年者地域連携事業事務局、福島公共職業安定所、福島県中小企業団体中央会、ポリテクセンター福島、福島県、福島商工会議所、社会福祉法人福島県社会福祉協議会、
　　 福島ジョブ・カードセンター、福島県中小企業家同友会福島地区、福島県北・相双地域若者サポートステーション、福島大学、福島学院大学、桜の聖母短期大学　　後援：福島民報社、福島民友新聞社 

お問い合わせ

詳しくは
福島市ホームページ、
えふWORK 
福島市就職応援
ポータルサイト
をご覧ください。

令和2年1月5日（日）

令和令和

2年2年

11時00分から 場所 福島市置賜町【吾妻通り】時間


