2017年8月25日現在

2017年9月 公共施設利用状況 及び イベントスケジュール

※日程や内容が変更なる場合がございます。詳しくは各施設にお問い合わせください。
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9/7(木）

太極拳～ゆったり動作でリラックス～

B2F
イコールふくやま

14：00～15：30

イコール講座（詳しくは福山市ＨＰ男女共同参画センター内に掲載）

9/20（水）

ヨガ・ピラティス
～カラダの自己メンテ始めましょう～

B2F
イコールふくやま

18：20～19：50

イコール講座（詳しくは福山市ＨＰ男女共同参画センター内に掲載）

9/26（火）

部下・後輩のやる気を引き出す
コーチング入門

B2F
イコールふくやま

18：20～19：50

イコール講座（詳しくは福山市ＨＰ男女共同参画センター内に掲載）

9/27（水）

ヨガ・ピラティス
～カラダの自己メンテ始めましょう～

B2F
イコールふくやま

18：20～19：50

イコール講座（詳しくは福山市ＨＰ男女共同参画センター内に掲載）

9/1（金）

「親の力」をまなびあう
学習プログラム

6F
多目的ルーム

10:30～11:30

「出産は初めの一歩～思い描こう赤ちゃんのいる生活～」 ※要予約

9/2（土)

ピーナッツひろば

6F
多目的ルーム

10:15～11:30

双子，三つ子などの同じ思いをもつ保護者同士の交流の場

9/5(火)

連続講座(C)

6F
多目的ルーム

10:15～11:45

親子で連続４回受講してただく講座 ※要予約

9/5(火)

さくらんぼひろば

6F
多目的ルーム

13:30～14:30

大勢の人の中が苦手な子どもがゆったり遊べる親子の会

9/7(木)

１歳ひろば

6F
多目的ルーム

10:15～11:30

子育て交流

9/8(金)

ファミリーサポート講習会

6F
多目的ルーム

10:15～11:45

「子どもの心が育つコミュニケーション」 講師：保育士 ※要予約

9/8(金)

夢みるパパとママの会

B2F
イコールふくやま

13:30～15:00

沐浴の仕方 講師：福山市保健所 保健師 ※要予約

9/12(火)

連続講座(D)

6F
多目的ルーム

10:15～11:45

親子で連続４回受講してただく講座 ※要予約

9/12(火)

ピーナッツひろば

6F
多目的ルーム

13:30～14:45

双子，三つ子などの同じ思いをもつ保護者同士の交流の場

9/13(水)

０歳ひろば

6F
多目的ルーム

10:15～11:30

子育て交流

9/14(木)

１歳ひろば

6F
多目的ルーム

10:15～11:30

子育て交流

9/16(土)

夢みるパパとママの会

B2F
イコールふくやま

10:30～12:00

産後の過ごし方 講師：西田助産師 ※要予約
(男女共同参画センターと共催)

9/20(水)

０歳ひろば

6F
多目的ルーム

10:15～11:30

子育て交流

9/21(木)

キッズランドＲｉＭ

9F
スカイホールA

11:00～12:00

「おはなしなあに？」 子育て交流と育児相談 (保育士・栄養士)

9/26(火)

さくらんぼひろば

6F
多目的ルーム

10:30～11:30

大勢の人の中が苦手な子どもがゆったり遊べる親子の会

9/1（金）

えほんの国のおたのしみ
～うたって！おどって！リトミック！～

6F
イベント広場

14:00～14:30

生演奏に合わせて親子でリズムに乗って体を動かしましょう。毎回、講師の先生をお招き
しての本格リトミックです。

9/1（金）

えほんの国のおたのしみ
～あそびば！～

6F
えほんの国館内

11:00～11:30

身近な材料とちょっとのアイデアで子供達の創造力を引き出す、そんな遊びをスタッフがご
提案します。親子で一緒に遊びましょ！

9/2（土)

むかしばなしのよみきかせSP

6F
えほんの国館内

14:00～14:30

昔ばなしを、影絵や音、仕掛け等を使ったえほんの国ならではの面白くって楽しい読み聞
かせでお届けします。第1土曜はスペシャルバージョンの昔ばなしです！

9/3(日)

えほんの国のおはなしかい

6F
えほんの国館内

14:00～14:30

えほんアドバイザーの先生をお迎えしての楽しいよみきかせ。
講師：吉津みどり先生

9/5(火)

えほんの国のおたのしみ
～うたって！おどって！リトミック！～

6F
イベント広場

10:30～11:00

生演奏に合わせて親子でリズムに乗って体を動かしましょう。毎回、講師の先生をお招き
しての本格リトミックです。

9/5(火)

ミクシーせんせいとリズムであそぼ

6F えほんの国
かげぇーの間

①11:00～11:30
②14:00～14:30

リズムを通して親子でスキンシップ！リズムあそびの達人ミクシーせんせいと親子でたくさ
ん歌って、たくさん笑って楽しい時間をすごしましょう

9/7(木)

えほんの国のおたのしみ
～うたって！おどって！リトミック！～

6F
イベント広場

14:00～14:30

生演奏に合わせて親子でリズムに乗って体を動かしましょう。毎回、講師の先生をお招き
しての本格リトミックです。

9/8(金)

えほんの国のおたのしみ
～うたって！おどって！リトミック！～

6F
イベント広場

14:00～14:30

生演奏に合わせて親子でリズムに乗って体を動かしましょう。毎回、講師の先生をお招き
しての本格リトミックです。

9/8(金)

えほんの国のおたのしみ
～あそびば！～

6F
えほんの国館内

11:00～11:30

身近な材料とちょっとのアイデアで子供達の創造力を引き出す、そんな遊びをスタッフがご
提案します。親子で一緒に遊びましょ！

9/9（土）
・10(日)

アニマルサンカク大運動会

6F
えほんの国館内

11:00～16:00

動物や絵本の世界をテーマにした競技を随時開催します。親子で参加してね！

9/9（土)

まいにちのよみきかせSP

6F えほんの国
かげぇーの間

14:00～14:30

読み聞かせや、絵本をテーマにした手遊び・工作も楽しめる会です。

9/10(日)

えほんの国のおはなしかい

6F
えほんの国館内

14:00～14:30

えほんアドバイザーの先生をお迎えしての楽しいよみきかせ。
講師：吉津みどり先生

「離乳食の進め方」講師：福山市保健福祉局 児童部保育課栄養士

「０歳の時期に大切にしたいこと・ママの交流会」ふれあいあそびと交流会 保育士
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9/13(水)

えほんの国のおたのしみ
～うたって！おどって！リトミック！～

6F
イベント広場

10:30～11:00

生演奏に合わせて親子でリズムに乗って体を動かしましょう。毎回、講師の先生をお招き
しての本格リトミックです。

9/13(水)

ミクシーせんせいとリズムであそぼ

6F えほんの国
かげぇーの間

①11:00～11:30
②14:00～14:30

リズムを通して親子でスキンシップ！リズムあそびの達人ミクシーせんせいと親子でたくさ
ん歌って、たくさん笑って楽しい時間をすごしましょう

9/14(木)

えほんの国のおたのしみ
～うたって！おどって！リトミック！～

6F
イベント広場

14:00～14:30

生演奏に合わせて親子でリズムに乗って体を動かしましょう。毎回、講師の先生をお招き
しての本格リトミックです。

9/14(木)

むかしばなしのよみきかせ

6F えほんの国
かげぇーの間

①11:00～11:20
②14:30～14:50

昔ばなしを、影絵や音、仕掛け等を使ったえほんの国ならではの面白くって楽しい読み聞
かせでお届けします。

9/15(金)

えほんの国のおたのしみ
～うたって！おどって！リトミック！～

6F
イベント広場

14:00～14:30

生演奏に合わせて親子でリズムに乗って体を動かしましょう。毎回、講師の先生をお招き
しての本格リトミックです。

9/15(金)

えほんの国のおたのしみ
～あそびば！～

6F
えほんの国館内

11:00～11:30

身近な材料とちょっとのアイデアで子供達の創造力を引き出す、そんな遊びをスタッフがご
提案します。親子で一緒に遊びましょ！

9/16（土）～
18(月・祝）

アニマルサンカク大運動会

6F
えほんの国館内

11:00～16:00

動物や絵本の世界をテーマにした競技を随時開催します。親子で参加してね！

9/16(土)

えほんの国のおはなしかい

6F
えほんの国館内

14:00～14:30

えほんアドバイザーの先生をお迎えしての楽しいよみきかせ。
講師：吉津みどり先生

9/17(日)

まいにちのよみきかせSP

6F えほんの国
かげぇーの間

14:00～14:30

読み聞かせや、絵本をテーマにした手遊び・工作も楽しめる会です。

9/18(月・祝)

ピアノで語る絵本の世界
『スイミー』

6F
えほんの国館内

14:00～14:30

『スイミー』をピアノ連弾と絵本の読み語りでお届けします。

9/18(月・祝)

ミクシーせんせいとリズムであそぼ
祝日SP

6F えほんの国
かげぇーの間

11:00～11:30

リズムを通して親子でスキンシップ！リズムあそびの達人ミクシーせんせい
と親子でたくさん歌って、たくさん笑って楽しい時間をすごしましょう

9/20(水)

えほんの国のおたのしみ
～うたって！おどって！リトミック！～

6F
イベント広場

10:30～11:00

生演奏に合わせて親子でリズムに乗って体を動かしましょう。毎回、講師の先生をお招き
しての本格リトミックです。

9/21(木)

えほんの国のおたのしみ
～うたって！おどって！リトミック！～

6F
イベント広場

14:00～14:30

生演奏に合わせて親子でリズムに乗って体を動かしましょう。毎回、講師の先生をお招き
しての本格リトミックです。

9/21(木)

むかしばなしのよみきかせ

6F えほんの国
かげぇーの間

①11:00～11:20
②14:30～14:50

昔ばなしを、影絵や音、仕掛け等を使ったえほんの国ならではの面白くって楽しい読み聞
かせでお届けします。

9/23（土）
・24(日)

アニマルサンカク大運動会

6F
えほんの国館内

11:00～16:00

動物や絵本の世界をテーマにした競技を随時開催します。親子で参加してね！

9/23(土)

まいにちのよみきかせSP

6F えほんの国
かげぇーの間

14:00～14:30

読み聞かせや、絵本をテーマにした手遊び・工作も楽しめる会です。

9/24(日)

えほんの国のおはなしかい

6F
えほんの国館内

14:00～14:30

えほんアドバイザーの先生をお迎えしての楽しいよみきかせ。 講師：吉津みどり先生

9/26(火)

むかしばなしのよみきかせ

6F えほんの国
かげぇーの間

①11:00～11:20
②14:00～14:20

昔ばなしを、影絵や音、仕掛け等を使ったえほんの国ならではの面白くって楽しい読み聞
かせでお届けします。

9/27(水)

えほんの国のおたのしみ
～うたって！おどって！リトミック！～

6F
イベント広場

10:30～11:00

生演奏に合わせて親子でリズムに乗って体を動かしましょう。毎回、講師の先生をお招き
しての本格リトミックです。

9/27(水)

ミクシーせんせいとリズムであそぼ

6F えほんの国
かげぇーの間

14:00～14:30

リズムを通して親子でスキンシップ！リズムあそびの達人ミクシーせんせいと親子でたくさ
ん歌って、たくさん笑って楽しい時間をすごしましょう

9/28(木)

えほんの国のおたのしみ
～うたって！おどって！リトミック！～

6F
イベント広場

14:00～14:30

生演奏に合わせて親子でリズムに乗って体を動かしましょう。毎回、講師の先生をお招き
しての本格リトミックです。

9/28(木)

ミクシーせんせいとリズムであそぼ

6F えほんの国
かげぇーの間

11:00～11:30

リズムを通して親子でスキンシップ！リズムあそびの達人ミクシーせんせいと親子でたくさ
ん歌って、たくさん笑って楽しい時間をすごしましょう

9/29(金)

えほんの国のおたのしみ
～うたって！おどって！リトミック！～

6F
イベント広場

14:00～14:30

生演奏に合わせて親子でリズムに乗って体を動かしましょう。毎回、講師の先生をお招き
しての本格リトミックです。

9/29(金)

えほんの国のおたのしみ
～あそびば！～

6F
えほんの国館内

11:00～11:30

身近な材料とちょっとのアイデアで子供達の創造力を引き出す、そんな遊びをスタッフがご
提案します。親子で一緒に遊びましょ！

9/30(土)

まいにちのよみきかせSP

6F えほんの国
かげぇーの間

14:00～14:30

読み聞かせや、絵本をテーマにした手遊び・工作も楽しめる会です。

毎日

まいにちのよみきかせ

6F えほんの国
かげぇーの間

①11:00～11:15
②14:00～14:15

9/3(日)

ひろしま肝疾患コーディネーター継続研修

7Ｆ
セミナールームA

13:00～15:30

肝疾患コーディネーター継続研修。 ※主催：広島県健康福祉局薬務課
※お問い合わせ：082-513-3078（担当：三野）

9/9(土)

ひねろー陶芸
ハロウィーンともみじの小鉢

7F
ものづくり工房

10:30～12:30

講師：三島博 ※講座内容：陶芸。 ※定員：20名 ※参加費：1,000円（2個分）
※持参品：なし ※9/2(土)10時より受付 084-923-1191
※他にご希望の作品があれば制作できます。

9/10(日)

戌まくら作り（お昼寝用）おまけ付き

7F
ものづくり工房 講義室

14:00～16:00

講師：坂本幸子 ※講座内容：布手芸。 ※定員：15名 ※参加費：600円 ※持参品：なし
※9/2(土)10時より受付 084-923-1191

9/11(月)

秋冬の流行色を学ぼう！
デコパージュでバッグとミニポーチ作り

7F
ものづくり工房 講義室

10:30～12:30

講師：林内亜実 ※講座内容：流行色を学び、デコパージュとミニポーチを作る。
※定員：10名 ※参加費：1,000円 ※持参品：なし
※9/2(土)10時より受付 084-923-1191 ※他にご希望の作品があれば制作できます。

9/12(火)

組み木作家小黒三郎デザイン
「秋の動物たち」＆銘木木工教室

7F
ものづくり工房

①10:30～12:30
②13:30～15:30

9/13(水)

ハーバリウム（植物標本）を作りましょう

7F
ものづくり工房

14:00～16:00

スタッフによる絵本の読み聞かせ

講師：木楽会 ※講座内容：木工。 ※定員：各15名
※参加費：2,000円～ ※持参品：エプロン ※9/2(土)10時より受付 084-923-1191
講師：西平満枝 ※講座内容：ハーバリウムを作る。 ※定員：20名
※参加費：2,300円 (大)・1,300円(小) ※持参品：なし
※9/2(土)10時より受付 084-923-1191
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9/13(水)

生指協９月研修会

9F スタジオA・B/
7Ｆ セミナールームB

15:00～17:00

生徒指導に関する研修。 ※主催：福山市小中学校生活指導協議ｉ会
※お問い合わせ：084-952-1257(担当：皿谷)

9/14(木)

卓上織り機で織り地を作ろう

7F
ものづくり工房

10:30～12:30

講師：掛谷キクエ ※講座内容：手織りを楽しむ。 ※定員：10名
※参加費：1,000円 ※持参品：はさみ・裂いた布又は布（当日裂く）
※9/2(土)10時より受付 084-923-1191

9/15(金)

スイーツデコ講座
マカロンとクッキーを作って「瓶デコ」をしよ
う！

7F
ものづくり工房

10:30～12:30

講師：佐藤照子 ※講座内容：粘土でお菓子を作る。 ※定員：10名
※参加費：850円※持参品：作品持ち帰り用の空箱・ハンカチ
※9/2(土)10時より受付 084-923-1191※小学3年生以下は保護者同伴要

9/15(金)

デザイン文字でアートな
メッセージカードを作りましょう

7F
ものづくり工房 講義室

10:30～12:30

講師：高田優子 ※講座内容：文字をアート風に描き、メッセージカードを作る。
※定員：10名 ※参加費：500円 ※持参品：筆記用具・ノート・古新聞
※9/2(土)10時より受付 084-923-1191

9/16(土)

グラスアートでおしゃれな
BOXティッシュケースを作ろう！

7F
ものづくり工房

10:30～12:30

講師：藤原潤子 ※講座内容：グラスアートでティッシュボックスを作る。
※定員：10名 ※参加費：2,500円 ※持参品：なし
※9/2(土)10時より受付 084-923-1191

9/16(土)

楽しくパッチワーク！芸術の秋。
菊花づくしの豪華なタペストリー

7F
ものづくり工房 講義室

14:00～16:00

講師：三宅慶子 ※講座内容：パッチワーク。 ※定員：33名
※参加費：1,500円 ※持参品：お手持ちの糸・針・はさみ・筆記用具
※9/2(土)10時より受付 084-923-1191

9/16(土)

平成２９年度
子育て支援スタッフ研修会

7Ｆ
セミナールームA

10:30～15:00

研修会。 ※主催：（公財）ひろしまこども夢財団
※お問い合わせ：082-212-1007(担当：相原)

9/17(日)

こどもコマ大戦
「オリジナルコマを作って対戦しよう」

7Ｆ
市民交流広場

①10:30～12:00
②13:30～15:00

9/19(火)

かずらでかわいい花かごを作りましょう

7F
ものづくり工房

14:00～16:00

講師：桑田眞江 ※講座内容：かずらで花かごを作る。 ※定員：12名
※参加費：1,000円※持参品：はさみ・雑巾・エプロン・メジャー又はものさし
※9/2(土)10時より受付 084-923-1191

9/20(水)

はきごこちの良い布ぞうり

7F
ものづくり工房

13:30～16:30

講師：エコローズ企画 ※講座内容：布で草履を作る。 ※定員：7名 ※参加費：1,000円
※持参品：裁ちばさみ ※9/2(土)10時より受付 084-923-1191

9/21(木)

ほんのり和の香り「ゆずスプレー」
とおしゃれな瓶で香水作り

7F
ものづくり工房 講義室

10:30～12:30

講師：黛三枝子 ※講座内容：柑橘系のスプレーと香水を作る。※定員：10名
※参加費：1,100円 ※持参品：なし ※9/2(土)10時より受付 084-923-1191

9/21(木)

ほのぼの陶芸教室
福を呼ぶ「ふくろう」の置物

7F
ものづくり工房

14:00～16:00

講師：やましたあきこ ※講座内容：陶芸。 ※定員：20名
※参加費：1,500円(1個)・2,000円(大・小2個)
※持参品：エプロン・タオル・雑巾・ビニール袋 ※9/2(土)10時より受付 084-923-1191

9/22(金)

木で作るアクセサリー

7F
ものづくり工房

14:00～16:00

講師：山脇隆 ※講座内容：自然の素材でアクセサリーを作る。※定員：10名
※参加費：1,000円 ※持参品：なし ※9/2(土)10時より受付 084-923-1191

9/23(土)

福山ばらグッズ大学
金属を溶かして「ばらのチャーム」を作ろう

7F
ものづくり工房

10:30～12:30

講師：山本八葉(ばらグッズふくやまフレンズ)
※講座内容：お湯で溶ける金属を使ってばらのチャームを作る。※定員：30名
※参加費：1,500円 ※持参品：彫刻刀 ※9/2(土)10時より受付 084-923-1191

9/23(土)

小学生からおとなまで
「みんなで３Ｄプリント」

7F
ものづくり工房 講義室

14:00～16:00

講師：BSB・3D研究会 ※講座内容：3Dプリンタを使って、ものづくりを学ぶ。
※定員：10組 ※参加費：無料 ※持参品：ノートパソコン(持込自由)
※9/2(土)10時より受付 084-923-1191

9/24(日)

備前焼の小皿を作ろう

7F
ものづくり工房

10:30～12:30

講師：香山善弘 ※講座内容：陶芸。 ※定員：20名 ※参加費：1,000円
※持参品：エプロン ※9/2(土)10時より受付 084-923-1191

9/25(月)

ブルガリア・カザンラック民族舞踊団
市民交流会

9F
スタジオA

12:00～17:00

市民交流。 ※主催：福山市市民相談課（ふくやま国際交流協会）
※お問い合わせ：084-928-2846(担当：桒田)

9/26(火)

ＤＩＹ＊木工
お洒落なスパイスラックを作ろう

7F
ものづくり工房

10:30～12:30

講師：ヒサオカユウ ※講座内容：木工と塗装。 ※定員：8名 ※参加費：3,000円
※持参品：電動ドライバー・エプロン・軍手 ※9/2(土)10時より受付 084-923-1191

9/27(水)

包丁研ぎ講座

7F
ものづくり工房

10:30～12:30

講師：エコローズ企画 ※講座内容：包丁研ぎをする。 ※定員：10名
※参加費：400円 ※持参品：研ぎたい包丁（2本）・エプロン・タオル
※9/2(土)10時より受付 084-923-1191

9/27(水)

糸のこで木製ペンダントを作ろう！

7F
ものづくり工房

14:00～16:00

講師：槇原正憲・渡部誠五 ※講座内容：糸鋸を使って木製のペンダントを作る。
※定員：10名 ※参加費：1,000円 ※持参品：なし
※9/2(土)10時より受付 084-923-1192

9/29(金)

粘土でハロウィーンの飾りを作ろう！

7F
ものづくり工房

10:30～12:30

講師：ハッピー・クレイ・村上惠美 ※講座内容：粘土でハロウィーンの飾りを作る。
※定員：10名 ※参加費：1,800円 ※持参品：お持ち帰り用の紙袋
※9/2(土)10時より受付 084-923-1193

9/30(土)

Fuku-Bizセミナー

7Ｆ
セミナールームA

13:00～17:00

セミナー。 ※主催：（一財）備後地域地場産業振興センター
※お問い合わせ：084-924-4510(担当：高田)

10/1(日)

親子で作ろう楽しい陶芸

7F
ものづくり工房

10:30～12:30

講師：花﨑薪伍 ※講座内容：陶芸。 ※定員：30名 ※参加費：1,500円
※持参品：エプロン・タオル ※9/2(土)10時より受付 084-923-1194

7/21（金）
～9/10（日）

夏の所蔵品展Ⅱ
「書を楽しむ－楷・行・草・隷・篆」

特別展示室

10：00～19：00

「親子でかく古代文字展」に合わせ、篆書・隷書・楷書・行書・草書の作品を展示し、漢字
の成立と書体の特徴を紹介します。

9/16（土）
～10/29（日）

特別展
広島県重要文化財 浄土寺文書の世界

特別展示室・ギャラリー全
体

10：00～19：00

県指定の文書を中心に、仏画や密教工芸も交えた浄土寺伝来の寺宝の数々を展示。

8/31（木）
～9/10（日）

第13回福山文化連盟日本画展

市民ギャラリー

10：00～19：00
最終日は16：00まで

3Dプリンターで作った部品でコマを作り、トーナメント形式で対戦する。優勝者には賞品が
あります。 講師：(株)キャステム ※参加対象：幼児・小中学生 ※参加費：お1人様100円
※募集人数：午前午後とも各20名 当日参加可能 ※9/2(土)10時より受付 084-923-1191

日本画・水墨画・墨彩画・俳画・きりえ・絵手紙展

