夏

❶二本松・本宮方面
❷会津方面
８月８日㈫
７月25日㈫
午前８時45分〜午後４時30分 午前８時45分〜午後４時30分
はくようがら す
■と ころ／猪苗代第一発電所、
ら
ら
や
■ところ／柏洋硝子二本松工場、
羅
屋
会
道の駅ばんだい、羅
安達ヶ原ふるさと村
（和紙体
津若松ランドセル工場
験）
、アサヒビール福島工場
■内 容 ／ 水 力 発 電 所 の 見 学、
■内 容／ガラス瓶リサイクル
ランドセル工場で見学と
の見学、安達ヶ原ふるさと村
キーホルダー工芸体験
内で和紙を使った工芸体験、
ビール工場の見学
◆❶❷【共通】
■集合・解散／リサイクルプラザ
※市のマイクロバスで移動。
■対象／市内在住の小学４〜６年生と
その保護者
■定員／各コース親子９組18人
（先着順）
■料金／１人800円
※昼食代は別途負担
（❶安達ヶ原ふるさと村❷道の駅ばんだい内
「徳一の里きらり」
で昼食）
。
■申し込み方法／
７月５〜18日（土・日曜日、祝日を除く）
午前９時〜午後４時30分に参加費持参の上、来館で
※両日申し込み可。
※詳 しくはお問い合わせいただくか市ホームページをご覧くだ
さい。
■申込・問／リサイクルプラザ
（仁井田字北原３−３、あらかわクリーンセンター内）
☎539−9253

じょーもぴあ宮畑で自由工作・研究
❶自由工作でアートボックスを作ろう
７月30日㈰
①午前10時〜11時30分
②午後１時30分〜３時
■内容／カラークラフト紙を重ねて作成
する土偶や縄文土器のモチーフを、円
筒型のボックスの中に入れて点滅LED
でライトアップ
■対象／小学生
■定員／各10人（先着順） ■料金／200円
❷自由研究 星座早見盤を作ろう
８月６日㈰
①午前10時〜正午 ②午後１時30分〜３時30分
■内容／夏の星座の解説を聞きながら星座早見盤を作製
はしもとやすゆき
■講師／夢のほしぞら☆配達 代表の橋本靖之さん
■対象／小学生とその保護者
■定員／各10組
（先着順）
■料金／300円（親子２人の場合。一人増えるごとに100円追加）
◆❶❷
【共通】
■持ち物／汚れてもよい服装
（エプロンなど）
■申 し込み方法／電話か、❶住所❷氏名（フリガナ）❸生年月日
❹電話番号❺参加希望の講座名・時間を明記の上、
ファクスで
■申込・問／じょーもぴあ宮畑 ☎573−0015
573−0016
※P13お知らせもご覧ください。
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ふくしままちなかイベントカレンダー

施設からのお知らせ

の思い出づくり
大作戦２０１７

リサイクル工場親子見学会

次世代エネルギー
パークを
見学しよう！

〜キッズコーナー〜

もうすぐ始まる 楽 し い 夏 休 み ！
ふくしまキッズの「わくわく」や「どきどき」が
たくさん詰まっ た イ ベ ン ト を ご 紹 介 し ま す 。
ご家族でぜひお 出 掛 け く だ さ い 。

親子で
リサイクルを
楽しく学ぼう！

こむこむ

７月31日㈪ 午前９時〜午後３時30分
■集合・解散／ＪＲ福島駅西口バスプール
※市のマイクロバスで移動。
■見 学コース／ふくしまさいえねパーク、あらかわクリーンセンター、
ひがしからすがわ
東鴉川水力発電所、バイナリー発電所（エビ養殖施設含む）
■対象／市内の小学生とその保護者
■定員／20組40人（申込者多数の場合は抽選）
■参加費／１人100円（保険代、資料代など）
※昼食代は別途負担（四季の里で昼食）。
■申込期限／７月14日㈮（必着）
■申し込み方法／市民協働課、各支所・学習センターなどに備え付けの申込
書
（市ホームページからも取得可）
に必要事項を明記の上、持参またはファ
クスで。もしくは、❶郵便番号❷住所❸電話番号❹参加する親子の氏名
（フ
リガナ）
・性別・続柄❺学校名と学年を明記の上、はがきかファクスで
※市ホームページからも申し込み可。
■申込・問／市民協働課（〒960−8601 五老内町３−１）
☎563−7488
536−9828

夏の企画展「カブトムシキングダム」

◉夏 休 み 期 間 中
（ ７ 月21日 〜 ８ 月24
日）
次の施設は休まずに開館します。
こむこむ、じょーもぴあ宮畑、市立
図書館、西口ライブラリー、北信・も
ちずり・飯坂・松川の各学習センター、
蓬萊・清水・吾妻の各学習センター
（本
館のみ）
、児童公園、ヘルシーランド
※図 書館、西口ライブラリー、学習セ
ンター図書室は図書整理のため7月
31日㈪閉館。
※夏 休み期間以外の休館日はP13〜16
のお知らせをご覧ください。
■問／各施設
◉ぴょんぴょんドーム開園時間の変更
７月１日〜８月31日
午前９時〜午後６時
※午後６時まで開園時間を延長します。
■問／公園緑地課 ☎525−3765

夏休み小学生消防体験教室
７月22日㈯ 午前９時30分〜11時30分
■ところ／飯坂消防署
■内容／消防車出動体験、放水体験、煙体験、
初期消火体験、地震体験、記念撮影コーナー
など
■対象／市内の小学生
■定員／75人
（先着順）
■申 し込み方法／７月10〜12日 午前９時
〜午後５時に電話で
■申込・問／消防本部予防課
☎534−9103

ホームページで情報公開中！
●問／福島商工会議所
アドレス：http://fukushima-event.com
☎536－5511

親子市政見学会

▲世界最大のカブトムシとして有名なヘラクレスオオカブト

昆虫たちと
たくさん触れ
合おう！

７月15日〜８月27日 午前９時30分〜午後５時
※７月18日㈫休館。
■ところ／こむこむ 企画展示室
■料金／一般 300円
（240円）
、
高校・大学生 200円
（160円）
中学生以下 100円（80円）
※（ ）内の金額は20人以上の団体割引料金。
※４歳未満入場無料。
※同一人物に限り期間中何度でも再入場が可能。
■内 容／見て、触って、遊べる昆虫たちが大集合！ヘラ
クレスをはじめ世界のカブトムシやクワガタが生きた
まま集結。昆虫写真の展示や昆虫の迷路、デジタル昆
虫ゲーム、昆虫クイズラリーなど内容盛りだくさん！
■問／こむこむ ☎524−3131
※こむこむについては、P14お知らせもご覧ください。

親子いけばな・料理教室

食の安全見学ツアー

８月５日㈯ 午前10時〜午後２時
■ところ／音楽堂

❶８月２日㈬ ❷８月４日㈮
午後１〜５時
いけのぼうひきたてきょうじゅ
■ところ／❶❷
【共通】イオン福島店、放射線モ
■講師／池坊引立教授と栄養士
ニタリングセンター、ホテル辰巳屋
■対象／小学４年生〜中学３年生とその保護者
■対象／小学５年生〜中学３年生とその保護者
■定員／10組20人（先着順）
■定員／各回15組30人
■料金／１組1,500円
（申込者多数の場合は抽選）
■持ち物／エプロン、三角巾
■申 し込み方法／７月19日㈬まで（必着）に往
■申 し込み方法／７月20日㈭までに電話か、
復はがきの往信裏面に①参加希望日②住所
❶住所❷参加する親子の氏名（ふりがな）❸学
③参加する親子の氏名（ふりがな）と学年④電
年❹電話番号を明記の上、ファクスで
話番号⑤食物アレルギーの有無（有の場合は
※詳しくは、お問い合わせいただくか市場協
対象品目を記載）を明記の上、郵送で
会ホームページをご覧ください。
■申込・問／消費生活センター
■申込・問／（一社）市公設地方卸売市場協会
（〒960−8035 本町２−６）
☎525−3774
☎553−3431
553−3432
市内のイベントチェックは「ももりんく」
！

観光・グルメなどの情報満載の地域密着型サイトです。
イベント情報は無料で誰でも投稿できます。
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