
5月上旬 親子遠足 主催 保育園 市内2保育園

　八戸市 5月8日 絵本読み聞かせ 主催 保育園 市内の本読み聞かせメ
ンバーによる

5月7日 ごじゃらっとひろば 主催 アピオあおもり 親子のふれあいの場の
提供、子育て支援団体
の活動支援など

5月上旬 児童相談所見学会 主催 青森福祉庁舎会議室
等

管内関係機関等職員、
学生等を対象に施設紹
介、業務説明等

【青森県】 4月29日 児童養護施設地域交流会 共催 藤聖母園 入所児童と地域住民と
の交流、里親と入所児
童とのふれあいなど

4月中旬より 「こいのぼり」の掲揚 主催 町立認定こども園の
園庭

　様似町 5月上旬 子どもの日の集い 主催 町立認定こども園

　雄武町 5月6日 こどものつどい 主催 風の子児童センター

　根室市 5月3日 平成３０年度北方領土『第５０回子どもの
日のつどい』

主催 根室市総合文化会館

　稚内市 4月28日 子育ての日事業「みんなおいでよ！親子ふ
れあいデー」

主催 稚内総合文化セン
ター

5月7日
5月8日

ボール大会
制作

主催 大成児童センター

5月10日
5月11日

カタキ大会
プラバンづくり

主催 錦岡児童センター

5月10日
5月11日

みんなでつくろう（工作）
みんなであそぼう（缶けり）

主催 あさひ児童センター

5月10日
5月11日

みんなでつくろう（プラバン）
みんなで遊ぼう（ドッジボール）

主催 沼ノ端児童センター

5月10日
5月11日

工作
ボール遊び

主催 日新児童センター

　苫小牧市 5月10日
5月11日

スライムづくり
ドッジボール

主催 住吉児童センター

　留萌市 5月5日 ぼくの笑顔・わたしの笑顔展 主催 るもいプラザ

5月1日 餅つき 主催 網走市立ひまわり保
育園

　網走市 5月1日 鯉のぼり掲揚 主催 網走市立ひまわり保
育園

　北見市 5月13日 子どものつどい 共催 北見市民会館

　帯広市 5月3日～5日 こどもまつり 主催 児童会館

　旭川市 5月5日～11日 標語展・こいのぼり作品展 共催 児童センター

5月5日～13日 子どもの日行事 主催 市内児童館 期間中に各児童館で子
どもの日にちなんだ行
事を実施

　函館市 5月5日 「子どもの日」臨時会館 主催 市内児童館

　札幌市 4月下旬 こいのぼり掲揚式 主催 市本庁舎前

【北海道】

(別紙)

地方公共団体における児童福祉週間の主な行事等
都道府県名等 開催予定時期 行 事 名

主催･

後援別
会 場 備 考
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【宮城県】 5月5日 コレクション展示（常設展）無料観覧日 主催 宮城県美術館 対象：全来館者

　山田町 5月24日 子どもふれあい広場 主催 山田町中央コミュニ
ティセンター

　平泉町 5月中 平成29年度子どもの集い 主催 平泉町営長島球場 町内の幼稚園・保育所
の在園児及び在宅の就
学前児童を一堂に会し

　大船渡市 5月5日 鯉のぼりこどものつどい 共催 岩手県立福祉の里交
流広場

主催は実行委員会

5月中旬 児童福祉講演会 共催 盛岡市総合福祉セン
ター

　盛岡市 5月5日 歩け歩け運動 共催 盛岡市立図書館

【岩手県】 4月27日 こいのぼり掲揚式 主催 県庁前広場（ほか出
先機関）

園児によるこいのぼり
掲揚、遊戯披露等

5月上旬 りんごの受粉体験 主催 光田寺保育園 光田寺保育園主催
入所児童対象

5月上旬 こどもの日お楽しみ会 主催 畑中保育所 畑中保育所主催
入所児童対象

5月上旬 鯉のぼり集会 主催 田舎館こども園
光田寺保育園

各園で主催
各園入所児童対象

　田舎館村 4月下旬 記念植樹祭 主催 光田寺保育園 光田寺保育園主催
入所児童対象

4月9日～5月2
日
5月2日
5月上旬

こいのぼり掲揚

こどもの日集会
こどもの日お祝いお茶会

主催 あじゃら東こども園

5月1日
5月2日
5月19日
5月30

交通安全集会
子どもの日集会
食育
不審者対応訓練

主催 蔵館保育園

5月1日
5月7日

こいのぼり集会
交通安全指導

主催 大鰐保育園

　大鰐町 ①②5月上旬
③④5月中旬

①こどもの日集会
②こどもの日茶会
③赤十字結団式
④交通安

主催 認定こども園おおわ
に文化幼稚園

　十和田市 5月13日 子育て応援フォーラム 主催 市民交流プラザ

4月28日 こどもの日の集い 主催 児童館

4月14日、
5月12日

畑作り・せんべい焼き 主催 児童館

5月12日 春の遠足 主催 児童館

4月2日 進級を祝う会 主催 児童館

5月7日 探検ウォーク 主催 東運動公園

5月9日他 こども赤十字登録会 主催 保育園 市内4保育園

5月2日他 こいのぼり会 主催 保育園 市内2保育園

5月13日 こどもまつり 主催 保育園、児童公園

5月上旬 こどもの日の集い 主催 保育園 市内3保育園

5月2日他 こどもの日ミニ運動会 主催 保育園 市内3保育園
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5月3日～6日、
5月12～13日

プラネタリウム 主催 秋田県児童会館

5月10日 助産師さんの育児相談 主催 秋田県児童会館

5月12日 キッズレザープログラム 主催 秋田県児童会館

5月12日 おはなし玉手箱 主催 秋田県児童会館

5月9日 ３Ｂ体操 主催 秋田県児童会館

5月8日～12日 親子であそぼう 主催 秋田県児童会館

5月6日 みらいあひろば 主催 秋田県児童会館

5月6日 ワクワクサンデー（運動チャレンジ） 主催 秋田県児童会館

5月6日 鈴木翼コンサート 主催 秋田県児童会館

5月5日 ５・５マジックショー 主催 秋田県児童会館

5月3日～5日 ＧＷを楽しもう 主催 秋田県児童会館

5月3日～5日 鉄道模型と写真を楽しむつどい 主催 秋田県児童会館

5月5日 こどもの日無料開放 主催 県立総合プール 小・中学生入場無料

【秋田県】 5月5日 向浜こどもスタンプラリー 主催 県立総合プール、県
立野球場、県立向浜
運動広場、県立武道
館

スポーツ体験
軽スポーツ

　色麻町 ４月下旬 こいのぼり作り 主催 子育て支援センター

　山元町 5月3日～4日 やまもと子どもも大人もみんなで遊び隊 防災拠点・坂元地域
交流センター

　亘理町 5月12日（予
定）

いきいきわたりっこまつり 主催 亘理町佐藤記念体育
館

4月28日 子どもの日の集い 主催 蔵王町平沢児童館

4月28日 子どもの日の集い 共催 蔵王町円田児童館 子ども会育成会との共
催事業

　蔵王町 4月29日 子どもの日の集い 共催 蔵王町永野児童館 子ども会育成会との共
催事業

　東松島市 4月20日 こどもの日お楽しみ会 主催 矢本子育て支援セン
ター ほっとふる

　多賀城市 5月19日 第44回こどもまつり 主催 鶴ケ谷児童館 参加予定者900人

4月21日～5月
13日

五月飾りと甲冑展（入館無料） 主催 角田市郷土資料館

　角田市 5月5日 第25回宇宙っ子まつり 共催 台山公園

　白石市 5月27日 白石市こどもまつり 主催 中央公民館 600名参加予定

　仙台市 5月中の土日い
ずれか

こどもの日記念行事 主催 八木山ベニーラン
ド・仙台うみの杜水
族館（予定）

市内児童養護施設等入
所児童を，5月中の施
設が希望する土日に
テーマパーク等に招
待。

5月5日 施設の無料開放 ひとめぼれスタジア
ム宮城

対象：幼児～高齢者

5月5日 施設の無料開放 セントラルスポーツ
宮城G21プール

対象：親子

4月下旬～5月
上旬

子どもの権利に関するパネル展 共催 宮城県庁舎1階ロ
ビー

宮城県ユニセフ協会と
共催
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会津坂下町 5月 健やかキッズ 主催 子育てふれあい交流
センター

ベビーマッサージ
親子ダンス教室
絵本読み聞かせ

　鏡石町 5月 民生児童委員による一日保育士 主催 鏡石保育所　等

　川俣町 毎週月・水・
金

子育てほっとステーション 主催 川俣町保健センター

　本宮市 5月19日 第２２回子どもまつり 共催 みずいろ公園、サン
ライズ本宮、
中央公民館

　田村市 4月下旬 鯉のぼり掲揚式 主催 船引保育所 児童140名参加予定

　相馬市 4月22日～5月6
日

こいのぼり掲揚事業「第21回みんな集ま
れ、こいのぼりの下へ」

後援 川沼西公園

　須賀川市 5月 市長等児童福祉施設訪問、民生児童委員に
よる1日施設長

主催 各保育所、こども
園、児童館、児童ク
ラブ

　白河市 4月下旬～5月
上旬

鯉のぼり掲揚 主催 市内幼稚園ほか

会津若松市 11月12日 児童虐待防止街頭啓発キャンペーン 主催 アピタ会津若松店

5月 児童公園招待会 主催 福島市児童公園

　福島市 5月 児童福祉施設への市長訪問 主催 各児童福祉施設１
１ヶ所へ訪問

　郡山市 5月5日 第53回郡山市こどもまつり 共催 開成山公園、ニコニ
コこども館ほか

5月下旬 春のレクリエーション 主催 大笹生学園

5月5日 端午の節句 主催 大笹生学園

5月下旬 平成30年度県中児童相談所児童福祉月間事
業

主催 福島学園を予定 前年度と同様、入所児
童とスポーツ交流を行
う

未定 中央児童相談所一時保護所レクリエーショ
ン行事

主催 中央児童相談所

【福島県】 4月下旬 こいのぼり掲揚式 主催 福島市福島第一小学
校

式終了後～5月6日まで
の間もこいのぼりを庁
舎にて掲揚予定

　高畠町 毎週日曜日 サード（学びと交流の場）の実施 主催 高畠町中央公民館

　尾花沢市 5月3日（予
定）

こどもまつり 主催 徳良湖花笠ふれあい
センター周辺

　酒田市 5月5日 酒田市子どもまつり 日和山公園

　鶴岡市 5月20日 子どもまつり 共催 中央児童館、小真木
原体育館等

4月下旬～5月
上旬

世界児童絵画展 主催 やまぎんこども館

5月5日 こどもの日まつり 主催 やまぎんこども館

【山形県】 4月下旬 こいのぼり掲揚式 主催 山形県庁前

　大潟村 5月3日～5日 親子工作教室 主催 大潟村干拓博物館

　大仙市 5月中旬 飯田沼子どもつり大会 主催 飯田沼つり公園

5月11日 すくすくひろば【0歳児6ヶ月以上】 主催 子育て支援センター 親子遊びを実施

5月9日 すくすく講座【保健師ミニ学習会】 主催 二ツ井公民館 市の保健師による講話
と質疑応答

5月9日 すくすくひろば【0歳児6ヶ月未満】 主催 子育て支援センター 親子遊びを実施

　能代市 5月8日 すくすくひろば【0歳児】 主催 二ツ井公民館
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4月28日～5月
13日

児童福祉週間標語・懸垂幕掲揚 主催 ぐんまこどもの国児
童会館

主催：(公財)群馬県児
童健全育成事業団

4月28日～5月
13日

児童福祉週間パネル展示 主催 ぐんまこどもの国児
童会館

主催：(公財)群馬県児
童健全育成事業団

4月下旬～5月
上旬

こいのぼり掲揚の集いと児童による演奏会 主催 東部児童相談所 約20名参加予定（乳児
院・児童養護施設・知
的障害児通園施設の子

4月下旬 鯉のぼり掲揚の集いとミニコンサート 主催 西部児童相談所 約15名参加予定

【群馬県】 5月上旬 こいのぼり掲揚のつどい・交流会 主催 中央児童相談所 約50名参加予定（一時
保護所児童と駒形こど
も園児等）

　高根沢町 5月中 こどもの日工作コーナー 町民広場内 歴史民俗資料館等でこ
ども向けの工作・ぬり
えコーナーを開設。

【茨城県】 5月3日～6日 こどもふれあい広場inこどもの城 後援 茨城県立こどもの城

　飯舘村 5月上旬 親子であそぼ 主催 子育て支援センター

5月23日 たんぽぽひろば 主催 児童館 戸外で遊ぼう!

5月9日 たんぽぽひろば 主催 各保育所 保育所と交流会

5月23日 駒ケ嶺保育所　遠足 主催 ズーパラダイス八木
山

5月22日 新地保育所　遠足 主催 仙台うみの杜水族館

　新地町 5月24日 福田保育所　遠足 主催 ズーパラダイス八木
山

　小野町 5月8日 幼児のわくわくタイム 主催 運動公園内、多目的
研修集会施設（大
ホール）、キッズ
ルーム

親子で屋内外で、リズ
ム遊びや手遊びを実施
します。

5月 保健センター開放日 主催 保健センター

5月 5月生まれお誕生日会 主催 子育て支援センター

5月 たのしいせいさく 主催 子育て支援センター

5月 のびのびの日
離乳食相談

主催 子育て支援センター

5月 ハピハピDay 主催 子育て支援センター

　三春町 5月 おはなし”あのね” 主催 子育て支援センター

　平田村 7月
12月
3月

子ども映画会 主催 平田村中央公民館 参加無料

原則　毎週日
曜日

屋内遊び場「スキッズ広場」 中谷自治センター 未就学児を対象に屋内
遊び場を提供

5.6.7.8月
10.11.12月

ふれあい広場 第２保育所 施設を開放し、未入所
児童と在所児童が季節
の遊びを通じ楽しむ

　石川町 5.6.7.8.9月
11.12月

ふれあい広場 第１保育所 施設を開放し、未入所
児童と在所児童が季節
の遊びを通じ楽しむ

　鮫川村 未定 児童相談会 主催 未定

　小山市 4月6日～5月6
日

鯉のぼり群遊 共催 小山総合公園 小山市観光協会

　宇都宮市 未定 こどもの日関連行事 主催 未定

【栃木県】
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　藤岡市 5月5日 こどもフェスティバル 後援 藤岡中央児童館 5000人程度参加予定

4月中旬
5月上旬・下旬

とにかく遊ぼう 主催 赤羽児童館 小学生対象事業

4月中旬・下旬
5月上旬

ともだちあつまれ 主催 赤羽児童館 乳幼児親子対象事業

5月12日 第24回こどもまつり 主催 赤羽児童館 乳幼児～一般

5月5日～31日 みんなで遊ぼう・作ろう 主催 西児童館 小学生対象事業

5月5日～31日 なかよしひろば 主催 西児童館 乳幼児親子対象事業

ゴールデンウ
イーク中

ＧＷスペシャル 主催 児童センター 中学生、高校生対象事
業

4月中旬
5月中旬

あそびの広場 主催 児童センター 小学生対象事業

4月中旬
5月上旬

お楽しみ会 主催 児童センター 乳幼児親子対象事業

4月下旬
5月下旬

エンジョイタイム 主催 児童センター 乳幼児親子対象事業

　館林市 募集4月中旬
展示5月上旬～
中旬

親子展（古新聞による兜折り紙募集、展
示）

主催 各公立保育園（9施
設）

親子の作品展示

5月9日 こどもの日コンサート 主催 太田市役所１階ロ
ビー

市内幼稚園2園

　太田市 4月27日～5月
18日

手づくりこいのぼりの掲揚 主催 太田市役所１階通路 市内幼稚園・保育園・
認定こども園等参加

5月5日 こどもの日行事「手形をぺったん」 主催 境児童館どんぐり

5月5日 こどもの日 工作 主催 あやめ児童館

5月5日 こどもの日行事「缶バッチ作り」 主催 さざんか児童館

5月5日 こどもの日行事「風船の部屋」 主催 きく児童館

5月5日 こどもの日行事 主催 赤堀児童センター

5月5日 こどもの日行事 主催 境児童センター 約20人参加予定

　伊勢崎市 5月5日 こどもの日行事 主催 伊勢崎市児童セン
ター

約100人参加予定

5月3日 「糸ヤ通りいらっしゃいませ」での街頭啓
発

主催 糸ヤ通り

5月中 一日園長 市内各保育園、認定
こども園

5月上旬 鯉のぼり掲揚 主催 桐生市子育て支援セ
ンター

　桐生市 4月19日 鯉のぼり掲揚 主催 桐生市市民文化会館 4月19日から5月11日ま
で掲揚

　前橋市 4月25日～5月5
日

鯉のぼり掲揚 主催 市庁舎3階屋上庭園 初日に市長、保育所児
等で掲揚式を行う

5月11日 おたんじょうてがた 主催 ぐんまこどもの国児
童会館

主催：(公財)群馬県児
童健全育成事業団

5月4日 こども劇場「夢適ヒーロー大集合！」 主催 ぐんまこどもの国児
童会館

主催：(公財)群馬県児
童健全育成事業団

4月30日 児童福祉週間特別イベント「紙芝居パ
フォーマンス」

主催 ぐんまこどもの国児
童会館

主催：(公財)群馬県児
童健全育成事業団

4月29日 児童福祉週間特別イベント「チャレンジク
ラフト」

主催 ぐんまこどもの国児
童会館

主催：(公財)群馬県児
童健全育成事業団

4月28日～5月
13日

ゴールデンウィーク企画 主催 ぐんまこどもの国児
童会館

主催：(公財)群馬県児
童健全育成事業団

4月28日 防犯活動啓発イベント・群馬県警察音楽隊
ファミリーコンサート

主催 ぐんまこどもの国児
童会館

主催：(公財)群馬県児
童健全育成事業団

4月28日～30日 児童福祉週間特別イベント「みんなでつく
ろう！折り紙うろこのこ

主催 ぐんまこどもの国児
童会館

主催：(公財)群馬県児
童健全育成事業団
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5月3日～5日 GW事業（製作もの予定） 主催 南児童館

5月12日 母の日のプレゼントづくり 主催 新倉児童館

5月7日 幼児スペシャル～シャボン玉遊び～ 主催 新倉児童館

　和光市 5月5日 こどもまつり 主催 総合児童センター

5月5日 子どもの日企画 主催 ひざおり児童館 工作、集団遊び

5月5日 5.5チャレンジ 主催 ねぎしだい児童館 映画会、ゲームなど

5月5日 おえかきべや　こどもの日スペシャル 主催 みぞぬま児童館 大きな模造紙に楽しく
絵を描く

5月5日 子どもの日スペシャル 主催 はまさき児童館 ゲーム、工作など

　朝霞市 5月5日 こどもの日スペシャル 主催 きたはら児童館 クイズラリー、工作、
ゲームなど

　入間市 5月5日 児童センターまつり 児童センター

5月5日 こどもの日紙芝居 主催 吹上児童センター

5月5日 こどもの日折り紙教室 主催 川里児童センター

5月5日 こどもの日こいのぼり作り 主催 常光児童センター

5月5日 こどもの日おたのしみ会 主催 あたご児童センター

5月5日 こどもの日ミニアトラクション 主催 田間宮児童センター

　鴻巣市 5月5日 こどもの日まつり 主催 鴻巣児童センター

5月3日、
5月5日～6日

こどもの日特別企画 庄和児童センター
(スマイルしょうわ)

日替わりイベント

5月3日～5日 児童福祉週間特別イベント 春日部第２児童セン
ター(グーかすかべ)

日替わりイベント

　春日部市 5月3日～5日 こどもの日スペシャル 春日部第１児童セン
ター(エンゼル・
ドーム)

日替わりイベント

　本庄市 6月3日 本庄ママビーノ 後援 ＪＡ埼玉ひびきの

　行田市 5月上旬 おはなしを楽しもう 後援 きっずプラザあおい

　川口市 5月5日 こどもまつり 主催 川口市立グリーンセ
ンター

グリーンセンターの
「スプリング
フェア」開催時に、市
民ボラン

5月4日～5日 こどもの日フェスティバル 主催 児童館ヒマワリ

　越谷市 5月4日～5日 ちびっこフェスティバル2018 主催 児童館コスモス

【埼玉県】

　邑楽町 5月（日にちは
未定）

お茶会 主催 邑楽町立中央児童館 地域のボランティアに
参加指導していただく
小学生対象のお茶会

　明和町 5月上旬 こいのぼりを作ろう 主催 明和町ふれあいセン
ター

親子の足型をとって、
オリジナルのこいのぼ
りを制作

　板倉町 5月26日 やさいを育てよう 主催 板倉町児童館

　みどり市 5月1日～11日 こいのぼり掲揚 主催 市役所各庁舎（支
所）
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5月中 ウキウキサンデー 後援 未定 鳩山町青少年相談員
主催

5月中 ママのおしゃべりタイム 後援 未定 はとやま子育てネット
ワーク
くるっくー主催

　鳩山町 5月中 つどいの広場主催
子育て教養講座

後援 つどいの広場ぽっぽ
子育て教養講座

つどいの広場「ぽっ
ぽ」主催

　滑川町 5月12日 滑川町こどもまつり 後援 滑川町コミュニティ
センター

　越生町 5月20日 子どもフェスティバル 主催 越生町中央公民館 生涯学習課

　三芳町 5月12日 こどもフェスティバル 主催 三芳町立運動公園グ
ラウンド

・7,000名予定
・主催　三芳町こども
フェスティバル実行委
員会・

5月7日 読み聞かせ 主催 吉川市子育て支援セ
ンター

5月7日 子育て応援ひろば 主催 吉川市子育て支援セ
ンター

5月9日 なかよしタイム（出前講座） 主催 吉川市旭地区セン
ター

乳幼児とその保護者に
対する遊びの提供（吉
川市子育て支援センタ

5月6日 スポーツランド 主催 吉川市児童館ワン
ダーランド

毎月決まったスポーツ
を基礎から学ぶ(5月は
卓球)

5月6日 ドレミファランド 主催 吉川市児童館ワン
ダーランド

様々な楽器に触れるこ
とで、音楽への関心を
高めるイベント

5月6日 1日！？親子でスポーツタイム 主催 吉川市児童館ワン
ダーランド

親子で卓球､バスケな
どのスポーツが､好き
な時間に丸一日楽しめ
る

5月5日 あそぼうタイム 主催 吉川市児童館ワン
ダーランド

子どものリクエストを
聞いて､みんなで遊ぶ

5月5日 こどもの日！チャンバラ合戦 主催 吉川市児童館ワン
ダーランド

工作(かぶと･刀作り)
やレクリエーション
(チャンバラ合戦)

5月5日～6日 アニメランド 主催 吉川市児童館ワン
ダーランド

アニメ映画の鑑賞会

　吉川市 5月5日 親子でスポーツタイム 主催 吉川市児童館ワン
ダーランド

親子で卓球､バスケ､バ
ドミントンなどのス
ポーツを楽しむ

4月下旬～5月
中旬

こいのぼり掲揚 主催 坂戸・千代田・三芳
野・大家児童セン
ター

　坂戸市 5月5日 こどもの日特別イベント 主催 坂戸児童センター

　蓮田市 5月5日 子どもの日の児童館開館 主催 蓮田市立児童セン
ター

　富士見市 5月5日 子どもの日の児童館開館 主催 市内全児童館

5月5日 こどもの日製作 主催 久喜市立鷲宮児童館

　久喜市 5月5日 児童センターまつり 主催 久喜市立児童セン
ター

5月5日 里のソトプレ！スペシャル～春～ 福祉の里児童セン
ター（新座市栄緑
道）

5月5日 中高生のおにぎりカフェ 新座市児童センター

5月5日 お楽しみプラネタリウム投影 新座市児童センター

　新座市 5月5日 みんなで遊ぼうドキドキッズ「プラレール
遊び」

新座市児童センター
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　長南町 5月3日 子ども祭りin長南 主催 長南中央公民館

　いすみ市 5月 第10回いすみこども祭り 共催 未定

5月4日 伝承あそび 主催 成東図書館

5月6日 タマゴをさがせ！＆工作会 主催 成東図書館

5月6日 わくわく工作教室 主催 松尾図書館

5月5日～5月6
日

春のおたのしみ袋 主催 松尾図書館

　山武市 4月19日～5月6
日

鯉のぼりかざり 主催 さんぶの森図書館

　香取市 5月3日 生き生き山田
鯉のぼりまつり

主催 橘ふれあい公園

　浦安市 5月5日 こどもまつり 主催 浦安市東野児童セン
ター（浦安市東野1-
7-1）

　茂原市 5月13日 福祉こどもまつり 共催 茂原市総合市民セン
ター

　松戸市 5月3日 第45回こども祭り 主催 21世紀の森と広場
(つどいの広場)

担当：松戸市子どもわ
かもの課(047-366-
7464)

5月23日、
5月26日

工作「フーフー吹き矢」 主催 相之川こども館 内容により対象・定員
あり

5月9日、
5月12日

チャレンジランキング 主催 相之川こども館 内容により対象・定員
あり

5月2日～31日 教えて！みんなの気持ち
～シールをはって投票しよう～

主催 相之川こども館 内容により対象・定員
あり
休館日除く

5月9日～10日 工作「たこボール」作り 主催 市川こども館 内容により対象・定員
あり

5月2日～31日 教えて！みんなの気持ち
～シールをはって投票しよう～

主催 南八幡こども館 内容により対象・定員
あり
休館日除く

5月9日 工作「ストローとんぼ」 主催 南八幡こども館 内容により対象・定員
あり

5月2日～30日 教えて！みんなの気持ち
～シールをはって投票しよう～

主催 中央こども館 内容により対象・定員
あり
休館日除く

5月2日～5日、
5月9日

Let's play 青空ひろば 主催 中央こども館 内容により対象・定員
あり

5月12日 こどもフェスタ 主催 中央こども館 内容により対象・定員
あり

　市川市 5月2日～11日 子どもの権利条約コーナー 主催 中央・南八幡・市
川・相之川こども館

掲示による周知
カウントなし
休館日除く

　千葉市 5月1日～11日 「おはなし会」等の各種イベントの実施 主催 千葉市子ども交流
館、千葉市子育て支
援館

【千葉県】

　杉戸町 5月12日 すぎとの子
こどもまつり

主催 生涯学習センター 泉児童館

　白岡市 5月5日 こどもの日のイベント 主催 東児童館

　寄居町 5月27日 親子ふれあい公演　人形劇「１４ひきのは
る」

後援 寄居町総合社会福祉
センターかわせみ荘
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5月5日 0123はらっぱまつり 主催 0123はらっぱ

　武蔵野市 5月5日 ワーイ！こどもの日 主催 桜堤児童館

5月5日①②
10:30～12:00
13:00～14:00

①親子フォトスタジオ乳幼児向
②つくってあそぼう！小学生向

主催 南新宿児童館

5月5日
10:30～11:30
14:00～15:00

こどもの日
みんなあつまれ

主催 東金町児童館 参加予定人数
AM・PMともに、親子で
各30名

5月5日
①11:00～
12:00
②14:00～
16:00

①親子であそぼう！（幼児向）
②スライムを作ろう

主催 新柴又児童館 参加予定人数
①親子で30名
②小学生30名

5月5日 鯉のぼりづくり
親子遊びコーナー

主催 宝町児童館

5月5日
10:30～11:30

「足型こいのぼり」を作ろう！
（乳幼児向け）

主催 末広児童館

　葛飾区 5月5日 おもちゃの広場 主催 幸田児童館

　練馬区 5月12日
雨天順

第36回こどもまつり 都立光が丘公園
都立石神井公園

延べ50,000人参加予定

　豊島区 ゴールデン
ウィーク中

出張プレーパーク（FFパートナーシップ協
定事業）

主催 東武百貨店池袋本店
8階屋上　スカイ
デッキ広場

　世田谷区 5月5日～5月末 こどもの日の行事 主催 区内児童館２５ヶ所

5月12日、
5月20日

保育付き子育て講座 共催 大田区消費者セン
ター　大集会室

5月11日 子育て応援コーナー　お茶会 共催 子ども家庭支援セン
ター　子育て応援
コーナー

　大田区 5月10日 子育て黄鉛コーナー　子育てサロン（読み
聞かせ）

共催 子ども家庭支援セン
ター　子育て応援
コーナー

　品川区 5月13日 わっくわくランドしながわ 主催 しながわ中央公園

　江東区 5月20日 第３０回江東こどもまつり 主催 都立猿江恩賜公園
毛利小学校　ティア
ラこうとう

5月13日 月島地域児童館まつり 主催 月島第一児童公園 雨天時　月島児童館

5月20日 日本橋地域児童館まつり 主催 浜町公園 雨天時　総合スポーツ
センター

　中央区 5月13日 京橋地域児童館まつり 主催 あかつき公園 雨天時　築地児童館

　千代田区 5月5日 こどもの日のイベント 主催 西神田児童センター
他３児童館

5月3日～5月6
日

新緑祭 主催 夕やけ小やけふれあ
いの里

指定管理者実施イベン
トの為、実施について
は予定

4月27日～5月
11日

「こいのぼり」掲揚式 主催 市役所本庁舎
（南側広場）

　八王子市 4月15日～5月5
日

長房ふれあい端午まつり 主催 南浅川・長房市民セ
ンター前

南浅川に約200mにわた
り鯉のぼりを掲揚する
とともに、模擬店出店

【東京都】
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4月下旬～5月
上旬

「単語の節句飾り」展 主催 旧小澤家住宅

5月5日 こどもの日無料開放
（アイスアリーナ）

主催 新潟アサヒアレック
スアイスアリーナ

対象：高校生以下
※貸靴代は有料

5月5日 「5月5日子どもの日」事業（プール無料開
放）

主催 水の公園福島潟遊水
館、下山スポーツセ
ンター屋内プール、
西海岸

対象：中学生以下（ア
クアパークは小学生以
下）

　新潟市 4月9日～5月11
日

みんなで大きなこいのぼりを作ろう 主催 館内：ひよこルー
ム、創作活動室に掲
示（4/23～5/11）

幼児・小学生

【新潟県】

5月5～6日 相模原市立博物館考古企画展
クイズラリー

主催 相模原市立博物館 考古関連の子ども向け
のクイズラリー

　川崎市 5月5日 児童福祉施設市長訪問 主催 市内児童福祉施設
８ヶ所

プレゼント等贈呈
【神奈川県】

5月19日 子ども会交歓スポーツレクリエーション
フェスティバル

主催 淵野辺公園

5月5日 子どもの日無料開放 主催 ・市民健康文化セン
ター
・北市民健康文化セ
ンター

プール・浴室を無料開
放

　相模原市 5月4日～5日 こどもまつり
「ようこそ　ほんの森へ！」

主催 橋本図書館
こどものほんのコー
ナー

　西東京市 5月上旬 巨大こいのぼりを作ろう 主催 ひばりが丘児童セン
ター

大きなこいのぼりを作
り、グリーンフィール
ドで揚げて泳がせます

東久留米市 5月13日 東久留米子どもまつり 後援 東久留米市立第七小
学校（予定）

市民の自主組織である
実行委員会が事業を実
施。市は用具の運搬等

4月29日～5月5
日

こどもの日WEEK 主催 武蔵野台児童館

　福生市 5月5日 子供の日スペシャル 主催 田園児童館

　日野市 5月上旬～下旬 児童館まつり 主催 各児童館

5月9日 人形劇 主催 花小金井南児童館

　小平市 5月5日 スポーツでげんき！！
子どもの日スペシャル

主催 花小金井南児童館

4月28日 中央地区　それゆけ！みんなで運動会 共催 小金井市立小金井第
二小学校

4月28日 中部地区　わくわく運動会 共催 都立武蔵野公園

5月20日 北部地区　グリーンファイト!!　オリエン
テーリング

共催 都立小金井公園

4月21日 南部地区　わくわく子どもまつり 共催 小金井市立貫井南児
童館

4月21日 西部地区　子ども縁日 共催 小金井市立本町児童
館・上の原会館

　小金井市 4月21日 東部地区　子ども縁日 共催 小金井市立東小学校

　調布市 5月14日 第３１回調布市青少年フェスティバル 主催 調布市文化会館たづ
くり・庁舎前庭

　昭島市 5月3日～6日 青少年スポーツ大会 主催 昭島市立各小学校
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　越前町 5月5日～11日 越前温泉道の湯小学生以下無料開放 越前温泉道の湯

5月中旬 さつまいもの苗植え 主催 志比南幼児園 園児が地域の方と共に
さつまいもの苗植えを
行う

　永平寺町 5月初旬 げんきっこフェスタ 主催 永平寺町ふれあいセ
ンター

町内全園5歳児が集い
交流を図る

　越前市 5月4日～5日 ちびっ子フェスティバル 共催 越前市武生中央公園
（屋外）

雨天時　4日中止
　　　　5日武生中央
公園体育館

5月5日 オープンデー 主催 鯖江青年の家

5月16日 おひざでだっこの会
(0、1、2歳さんのお話し会)

主催 若狭図書学習セン
ター

4月22日 ウェルカム！こども企画 主催 若狭図書学習セン
ター

【福井県】 4月下旬 保育園児によるこいのぼりの掲揚と歌など
の発表会

主催 福井県庁前広場・県
庁ホール

西光寺保育園の園児が
参加予定

　津幡町 5月5日 こどもの日わくわくランド 共催 津幡町文化会館シグ
ナス

　金沢市 5月5日 わんぱくランド 主催 金沢市立城北児童会
館

入館者　約2,000人

5月5日 手作りランド 主催 いしかわ子ども交流
センター七尾館

5月5日 子ども交流まつり 主催 いしかわ子ども交流
センター小松館

【石川県】 5月5日～6日 わんぱくフェスティバル 主催 いしかわ子ども交流
センター

　入善町 5月5日 子どもニジマス釣り大会 後援 入善町総合運動公園 約200人参加予定

5月8日 新緑お茶会 主催 こどもの城

5月6日 春のハイキング（たけのこ掘り） 主催 町内

　上市町 5月5日 母の日のプレゼント作り 主催 こどもの城

　砺波市 5月5日 となみチューリップフェア 主催 砺波チューリップ公
園

小中学生入場料無料

　魚津市 4月10日 こいのぼり掲揚式 主催 魚津市役所屋上 5月5日まで掲揚

5月6日 こども祭り 主催 能生児童館

　糸魚川市 5月上旬 海と遊ぼう 主催 市振地区海岸

5月11日 たんたん＊ハイハイちゃん 児童研修館こどもの
森

親子ふれあい遊び等の
プログラムの実施と子
育ての仲間づくり

5月7日・14
日・21日・28
日

赤ちゃんがきた！
～BPプログラム～

児童研修館こどもの
森

親子の絆づくりプログ
ラム

　燕市 5月13日 童楽夢まつり 分水児童館「童楽夢
（どらむ）」

異年齢交流や地域交流
を促進するプログラム
を実施

　柏崎市 4月28日～5月6
日

ゴールデンウィークあそびフェスタ 主催 新潟県立こども自然
王国

「おおぞらいっぱい
はばたけ」夢・願いを
書いて飾る

　高岡市 4月19日 こいのぼり掲揚の集い 主催 高岡市役所

　富山市 4月下旬～5月5
日

鯉のぼり掲揚 主催 富山市庁舎

【富山県】
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5月 乳幼児すこやか相談 主催 垂井町保健センター

5月 ３歳児健診 主催 垂井町保健センター

5月 １歳６か月児健診 主催 垂井町保健センター

5月 １０か月児健診 主催 垂井町保健センター

5月 ４か月児健診 主催 垂井町保健センター

　垂井町 5月 地域子育て支援センター「さんぽにいこ
う」

主催 垂井町子育て支援セ
ンター　つくしん
ぼ、垂井町子育て支
援センタ

　関市 5月5日 ゴールデンウィークスペシャル 主催 わかくさ・プラザ
「学習情報館」ほか

親子で楽しめる催し

5月～6月 参観日 主催 市内各公立保育園(7
園)

参観日に親子のふれあ
い活動を実施

　多治見市 5月1日～31日 協賛イベント 後援 市内各児童館・児童
センター(13箇所)

5月6日 絵本をかがくする読書 後援 中央図書館

　岐阜市 5月3日 にゃんこカート命名式 主催 中央図書館

【岐阜県】

　富士見町 5月6日 こどもの日 主催 富士見町コミュニ
ティプラザ

　東御市 5月12日 子どもフェスティバル 主催 東御市中央公園

　駒ヶ根市 4月22日 こどもまつり 共催 駒ヶ根総合文化セン
ター周辺

【長野県】

4月30日 　「はるだぞう！うたうぞう！お
どるぞう！たにぞうだぞう！」

勝山ふれあいセン
ター さくやホール

富士河口湖町 5月2日 つどいの広場「端午の節句」 主催 子ども未来創造館

　昭和町 5月9日 じどうかん
’みんなであそぼう’

主催 昭和町総合会館
2F　軽運動室

ポスター制作、町HP掲
載
乳幼児親子25組参加予

　富士川町 5月 児童館まつり 主催 ますほ児童センター

9月16日 ｱﾙｶﾃﾞｨｱｽﾎﾟｰﾂﾌｪｽﾀ2018 主催 ｱﾙｶﾃﾞｨｱｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ 参加料無料

　南部町 7月下旬～8月
上旬

夏休み木工教室 主催 南部図書館

市川三郷町 5月26日 子育て支援フェスティバル 主催 源氏の館

　中央市 5月9日 中央市立１１児童館合同事業「つながり遊
びコンサート」

主催 田富小学校体育館

　大月市 5月25日 出張親子遊び 主催 桂川ウエルネスパー
ク

市内0歳～未就学児を
持つ親子30組参加予定

　甲府市 5月5日 「こどもの日」お楽しみ会 主催 北部幼児教育セン
ター
中央部幼児教育セン
ター
中道つどいの広

【山梨県】
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5月9日 ふれあいあそび 主催 子育て支援センター
「すきっぷ」

5月7日 壁面製作 主催 子育て支援センター
「すきっぷ」

5月5日 おやこでからだをうごかそう 主催 健康福祉センター
ホール

5月7日 ホール・リズム遊び 主催 宇佐美保育園（支援
室）

5月上旬 手作りおもちゃ作り 主催 宇佐美保育園（支援
室）

　伊東市 5月上旬 児童週間まつり 主催 伊東市中央児童館

　三島市 5月5日 みしま大通り商店街まつり 三島市本町大通り
（歩行者天国会場）

啓発品等の配布、児童
虐待防止と相談窓口
（家庭児童相談室）Ｐ
Ｒ

　浜松市 5月9日
9:45～14:00

一日児童相談所長 主催 浜松市児童相談所 問合せは浜松市児童相
談所（053-457-2703）
へ。

　静岡市 4月27日 県こども未来課と共同街頭キャンペーン 静岡駅コンコース 児童福祉週間啓発チラ
シ等の配布

5月～8月 父親参加型交流会 主催 県内3会場

5月25日 わかばまつり 主催 磐田学園 創立70周年記念式典、
入所児童と保護者、関
係者、地域とのふれあ
い

5月5日～6日 木端で親子工作 県立森林公園木工体
験館

親子で製材の木端や小
枝を使った木工作をす
る。

4月29日～30日 ちょっといい春感じませんか 朝霧野外活動セン
ター

ハイキング、クラフ
ト、プラネタリウム鑑
賞

4月28日～29日 観音山子どもフェスティバル 主催 観音山少年自然の家 セレクトハイキング、
ゲーム大会、ネイ
チャービンゴ大会

【静岡県】 4月28日～5月6
日

富士山こどもの国ＧＷイベント 主催 富士山こどもの国 ＧＷイベントの実施

5月上旬 クオーレの里山つつじまつり 共催 笹平高原

4月下旬～5月
上旬

マス釣りサービスウィーク 共催 クオーレの里

4月下旬 ワクワク公園スプリングフェスタ 共催 さかなワクワク公園

　白川町 4月下旬 マスつかみサービスDAY 共催 クオーレの里

　八百津町 6月10日 青少年を育てる会 共催 八百津町ファミリー
センター

八百津町青少年育成町
民会議

　富加町 7月（未定） こども祭 富加町児童センター

　安八町 5月5日 子どもますつかみ大会 主催 安八町西結地内中須
川用水路

　神戸町 5月20日 おひさま祭り 共催 神戸町子育て支援セ
ンター

5月12日 家庭教育学級開講式 主催 垂井町文化会館

5月 ０歳児保健指導 主催 垂井町保健センター

5月 プレママキッチン 主催 垂井町保健センター

5月 離乳食学級ごっくんコース 主催 垂井町保健センター

5月 にこにこキッチン 主催 垂井町保健センター

14



5月3日 第６８回児童園遊会 主催 東山動植物園

　名古屋市 5月2日～7日 こいのぼり掲揚 主催 名古屋市役所本庁舎
屋上

5月2日～31日 ペンダントをつくろう！ 主催 愛知こどもの国　園
内

4月15日～6月
25日

謎解きウォーキング　春 主催 愛知こどもの国　園
内

5月3日～7日 ゴールデンあそびフェス 主催 愛知こどもの国　園
内

【愛知県】 4月27日 児童福祉週間記念表彰式 主催 正庁(愛知県本庁舎
６階）

児童福祉功労者・功労
団体の表彰

5月13日 クッキングクラブ 主催 森町保健福祉セン
ター

　森町 4月21日 親子凧作り、凧揚げ 主催 森町保健福祉セン
ター・森町親水公園

未定 子どもの日を祝う会 主催 子育て支援施設

6月1日 柏餅作り 主催 徳山聖母保育園

5月25日 祖父母の集い 主催 徳山聖母保育園

5月10日 鯉のぼり集会 主催 徳山聖母保育園

未定 柏餅作り 主催 三ツ星保育園

未定 子どもの日を祝う会 主催 三ツ星保育園

未定 柏餅作り 主催 桜保育園

　川根本町 未定 子どもの日を祝う会 主催 桜保育園

5月13日 こども読書の日 共催 小山町総合文化会館
(小山町阿多野区)

読み聞かせ
本のリサイクル市
工作体験

　小山町 5月3日 第54回富士山金太郎春まつり 共催 金時公園(小山町中
島区)

子供相撲大会
子供綱引大会

　西伊豆町 児童福祉週間
期間中

子どもの日行事 各地区子ども会 子ども会単位でお楽し
み会等を開催

　菊川市 5月下旬 親子のつどい 共催 小笠体育館

5月9日 ちびっこ運動会 後援 浜岡総合運動場

　御前崎市 5月 なかよし音楽会 後援 高松保育園

　伊豆市 5月18日～24日 子育て支援センターのつどい 主催 伊豆市内各子育て支
援施設

　湖西市 5月20日 のびりん際 主催 湖西市子育て支援セ
ンター

　下田市 4月27日 「児童福祉週間」街頭キャンペーン 共催 東急ストア下田とう
きゅう店

賀茂健康福祉センター
と共催

５月上旬 こいのぼりの掲揚 主催 市民交流センター

　御殿場市 5月13日 親と子の写生大会 後援 富士山交流センター
樹空の森

市子連主催

５月初旬 子どもフェスタ 掛川児童交流館　大
東・大須賀児童交流
館

親子を対象にしたあそ
び・手作りコーナー

　掛川市 4月27日 街頭キャンペーン 掛川駅北口

　焼津市 4月27日 平成30年度「児童福祉週間」街頭キャン
ペーン

主催 焼津駅前

　磐田市 4月27日 「児童福祉週間」街頭キャンペーン 共催 磐田駅　南北自由通
路

静岡県西部健康福祉セ
ンターと共催
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　幸田町 5月3日～5日 こどもの日　プール無料開放 主催 幸田町民プール 中学生以下約1,000名
参加予定

　武豊町 5月上旬 知多郡社会福祉協議会優良児童等表彰式

　南知多町 5月上旬 知多郡優良児童等顕彰式 知多郡社会福祉協議会
主催

　蟹江町 5月中旬 ひよこお楽しみ会 主催 各児童館 親子のつどい

　東郷町 6月3日 第15回じどうかんこどもまつり 主催 東郷町総合体育館 約2,500名参加予定

　あま市 5月26日 児童館まつり 主催 美和児童館 毎年5月に児童館まつ
りを開催する。

北名古屋市 5月27日 子どもフェスタ 共催 文化勤労会館

　尾張旭市 5月12日 こどもまつり 主催 市内各児童館（全９
館）

　東海市 5月5日 プール及び温浴室の無料開放 主催 市民温水プール及び
しあわせ村健康ふれ
あい交流館温浴室

　小牧市 5月5日 こどもの日
温水プール無料開放

主催 小牧市温水プール

　江南市 5月27日 こどもフェスティバル2018 主催 すいとぴあ江南

5月9日 お絵かきあそび 主催 瀬戸市せとっ子ファ
ミリー交流館

参加料100円

5月6日 卓球遊び 主催 瀬戸市せとっ子ファ
ミリー交流館

無料

　瀬戸市 5月5日～6日 映画会 主催 瀬戸市交通児童遊園
（せとクルランド）

無料

5月19日・26日 児童館ふれあいまつり 市内25児童館 約5,000人参加　主
催：（社福）社会福祉
事業団

　一宮市 4月22日～5月
19日

連区児童福祉大会（式典・運動会・ゲーム
大会等）

市内27箇所小中学校
運動場等（各連区・
校下）

主催：各連区児童育成
協議会

5月5日 ファミリーフェスタin中総2018 岡崎中央総合公園

5月3日～6日 東公園動物園・恐竜写生会 主催 東公園 雨天中止

　岡崎市 4月29日 第45回岡崎こどもまつり 主催 乙川河川敷 雨天4月30日順延

　豊橋市 5月中旬 児童福祉施設入所児童豊橋総合動植物公園
招待

主催 豊橋総合動植物公園

4月～5月 こどもの日関連児童館行事 主催 各児童館

5月18日 第６５回児童福祉施設幼児遠足 主催 東山動植物園

5月12日 名古屋市児童福祉週間記念表彰式 主催 イーブルなごやホー
ル

5月6日 子ども・子育てほっとフェスタ 主催 子ども・子育て支援
センター
７５８キッズステー
ション

5月3日～5日 とだがわこどもまつり 主催 とだがわこどもラン
ド
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5月11日 えほんとあそぼ 共催 ぽっぽえん（子育て
支援センター）

5月7日～8日 ファミサポ手作り広場 主催 ぽっぽえん（子育て
支援センター）

大阪狭山市 5月7日～14日 絵本展 共催 ぽっぽえん（子育て
支援センター）

11月中 児童虐待防止啓発物品の配布 共催 松原市内４か所の商
業施設

　松原市 11月中 児童虐待防止月間 主催 市役所内会議室

4月22日 石橋プラザ☆こどもまつり 主催 池田市立石橋プラザ

4月14日 としょかんこどもまつり「ぽかぽか春のお
はなし会」

主催 池田市立図書館

4月21日 としょかんこどもまつり「おはなし会・工
作」「楽しい布絵本・布

主催 池田市立図書館

　池田市 5月3日～6日 こどもの日スペシャル児童文化センター
フェスタ

主催 水月児童文化セン
ター
五月山児童文化セン
ター

　東大阪市 5月1日～31日 地域子育て支援センターの催し 主催 各地域子育て支援セ
ンター

5月13日 みどりのカーニバル 後援 いましろ　大王の杜 所管部局：教育管理部
地域教育青少年課
（TEL:072-674-7654）

4月下旬～5月
中に６回

各種おはなし会 愛知川図書館・秦荘
図書館

内容により2.3歳から
小学生までのお子さん
とそのご家族

5月初旬 子ども読書記念学校訪問おはなし会（1～
４年生）

秦荘東小学校 絵本・紙芝居の読み聞
かせ

　愛荘町 4月下旬 古墳見学と火おこし体験 共催 古墳公園 秦荘東小学校6年生
秦荘西小学校6年生

　米原市 5月5日 おやこのつどい 後援 米原市市民交流プラ
ザ「ルッチプラザ」

5月 ファミリーウォークラリー 共催 布引グリーンスタジ
アム

5月 てんびんの里ふれあいウォーク 後援 五個荘中央公園

　東近江市 5月 市民ふれあいスポーツデー（芝生の無料開
放）

後援 布引グリーンスタジ
アム

5月 各種子育て関係イベント 主催 市内児童館等

　守山市 5月 こどもの広場 主催 地域総合センター

4月下旬～6月
上旬

県立びわ湖こどもの国における家族ふれあ
い事業

主催 県立びわ湖こどもの
国

親子対象のイベント実
施等

【滋賀県】 4月下旬～5月
上旬

オレンジリボンキャンペーン街頭啓発 共催 未定

5月6日 ファミリーハイキング 後援 高槻市内市街地など 所管部局：教育管理部
地域教育青少年課
（TEL:072-674-7654）

　高槻市 4月20日 こいのぼりの掲揚
（高槻市こどもの月間事業のオープニング
セレ

後援 高槻市役所 所管部局：教育管理部
地域教育青少年課
（TEL:072-674-7654）

【大阪府】
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5月5日 こどもの日 主催 みやっこキッズパー
ク

市政ニュ－ス・市のホ
－ムペ－ジ

5月6日 アンモナイトレプリカづくり 主催 貝類館 市政ニュ－ス・市のホ
－ムペ－ジ

　芦屋市 6月2日 わくわく冒険ひろば 主催 子育て親子を対象
に，消防車，救急車
の展示及び消火体験
と昼食

　西宮市 5月5日 貝類標本コレクションを作ろう！ 主催 貝類館 市政ニュ－ス・市のホ
－ムペ－ジ

5月3日～5日 宇宙旅行 主催 宿泊型児童館「星の
子館」なかよしホー
ル

5月5日 かしわもち作り 主催 面白山児童センター 地域ボランティアと幼
児・小学生・保護者に
よる伝承行事体験

4月28日～5月6
日

児童館こいのぼりがいっぱい
プロジェクト

主催 灘児童センター こいのぼりの工作やへ
きめん飾りなど

5月2日～6日 児童館こいのぼりがいっぱい
プロジェクト

主催 北児童センタ－ 対象：幼児・小学生

4月24日～5月6
日

児童館こいのぼりがいっぱい
プロジェクト

主催 面白山児童センター 東日本大震災へのメッ
セージとこいのぼり掲
示

4月28日～5月5
日

児童館こいのぼりがいっぱい
プロジェクト

主催 東光児童センター

5月5日 児童館こいのぼりがいっぱい
プロジェクト

主催 安室児童センター どなたでも

5月2日 児童館こいのぼりがいっぱい
プロジェクト

主催 安室児童センター 幼児～小学生対象

4月29日～5月6
日

児童館こいのぼりがいっぱい
プロジェクト

主催 東児童センター

5月3日～5日 児童館こいのぼりがいっぱい
プロジェクト

主催 網干児童センター 対象：幼児・小学生

4月28日～5月5
日

児童館こいのぼりがいっぱい
プロジェクト

主催 広畑児童センター

5月3日～5日 児童館こいのぼりがいっぱい
プロジェクト

主催 飾磨児童センター

　姫路市 5月12日 児童センターあそびのスタジアム 主催 南保健センター 14：00～16：00
市立児童センター、宿
泊型児童館

5月6日 ドラムにチャレンジ 主催 神戸市総合児童セン
ター（こべっこラン
ド）

無料

5月5日～6日 プレイランド 主催 神戸市総合児童セン
ター（こべっこラン
ド）

無料

5月4日～5日 お菓子づくり（こいのぼりクッキー） 主催 神戸市総合児童セン
ター（こべっこラン
ド）

5歳以上(子どものみ)
子ども1人300円

　神戸市 4月28日～5月6
日

アクティブワンダーランド 主催 神戸市総合児童セン
ター（こべっこラン
ド）

無料

5月5日 こどもフェスティバル 主催 県立こどもの館 主催：県立こどもの館

【兵庫県】 5月 おーい集まれ！こいのぼりのつどい 主催 明石公園 主催：兵庫県児童養護
連絡協議会、兵庫県乳
児院連盟、兵庫県

5月14日 絵本ライブ「さくらんぼ」 共催 ぽっぽえん（子育て
支援センター）
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5月25日 子育てふれあいセンター事業「わくわく広
場・外あそび」

主催 おとわの森　子育て
ママフィールド・プ
ティプリ

　篠山市 5月17日 子育てふれあいセンター事業「親子ＤＥト
ライ」

主催 篠山市立Ｂ＆Ｇ海洋
センター体育館

　高砂市 5月9日 子育てサークル交流会 文化保健センター

　三木市 5月5日 別所公春まつり
こども縁日

後援 上の丸城址公園 1,000人参加予定

5月1日～2日 子どもの日プチ祭り 主催 山本山手子ども館・
ひばり子ども館・中
山台子ども館

来館の子どもたち

5月26日 かしわもち作り 主催 西谷児童館 4歳以上

5月22日 ベビーマッサージ 主催 西谷児童館 未就学児親子

5月17日 キッズリトミック 主催 西谷児童館 2歳～4歳親子

5月12日 西谷児童館まつり 主催 西谷児童館 どなたでも

5月8日 親子で体操あそび 主催 西谷児童館 未就学児親子

4月19 こどもの日スペシャル 主催 御殿山児童館 参加対象：（未就学
児）地域親子20組
内容：子どもの日
（仮）

5月12日
2部開催

バイキング工作 主催 御殿山児童館 参加対象：小学生各回
20名
内容：木工工作

4月26日 ゴテキッズタイム～プラズマカー編～ 主催 御殿山児童館 参加対象：小学生
内容：プラズマカーで
遊ぶ

未定 未定 大型児童センター

5月12日 あくらんピック 主催 安倉児童館 幼児から中学生まで

4月23日～5月
12日

こいのぼり製作 主催 野上児童館 来館者全員

　宝塚市 5月13日 第１９回たかつかさじどうかんまつり 主催 高司小学校体育館 〈協賛〉高司小学校区
まちづくり協議会・地
域の方々

5月13日 児童館クッキング 主催 西脇市茜が丘複合施
設　miraie

5月12日～13日 母の日プレゼントをつくろ 主催 西脇市茜が丘複合施
設　miraie

5月5日 こどもフェスティバル2018 共催 兵庫県立こどもの館

　西脇市 5月3日 スタンプラリー 主催 西脇市茜が丘複合施
設　miraie

　赤穂市 5月1日 「こどもの日」保育所訪問 主催 各保育所（6か所） 市長、社協理事長等が
各保育所を訪問し、児
童の健全な成長を願う

5月5日 運動施設無料開放 主催 稲野公園運動施設

未定 きららこどもまつり 主催 北部学習センター
(きららホール)

未定 こどもまつり 主催 女性・児童センター

　伊丹市 未定 こどもまつり 主催 こども文化科学館
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4月28日～30
日、5月6日

出雲科学館ミニ化学展 主催 出雲科学館 ‘１８島根化学展の関
連イベント。

　出雲市 5月3日～5日 おもしろ　ワクワク　化学の世界
‘１８島根化学展

共催 出雲科学館 化学に関する約２０の
ブースが出展し、いろ
いろな実験が楽しめる

【島根県】 4月28日（予
定）

児童福祉週間セレモニー 主催 イオン松江店

　倉吉市 6月中旬 じどうかんまつり 主催 ６月号市報掲載予定

【鳥取県】

　白浜町 5月5日 こどもの日の行事 主催 町立　児童館 親子対象

　和歌山市 5月5日 2018子どもなかよしまつり・
音楽大行進

主催 和歌山公園一帯

【和歌山県】 4月末～5月中
旬

児童福祉施設への激励品贈呈及び知事等訪
問

主催 県内児童福祉施設35
カ所

　御杖村 4月下旬 交通・防犯教室 主催 保育所 警察の方による交通・
防犯教室の開催

　曽爾村 6月、10月 宇陀郡1日こども相談 曽爾村、御杖村 曽爾村、御杖村2村合
同開催

　宇陀市 5月中旬 親子リトミック 主催 子育て支援センター

　香芝市 5月2日 こどもの日のつどい 主催 香芝市総合福祉セン
ター

　五條市 5月 こどもの日のつどい 主催 五條児童館 小学生対象イベント

　奈良市 4月29日～5月7
日

ゴールデンウィークこどもまつり 奈良市教育センター 5月1、2日を除く

【奈良県】 6月、10月 宇陀郡一日こども相談 主催 曽爾村・御杖村 曽爾村・御杖村　２村
合同

5月 親子防災学習 主催 佐用子育て支援セン
ター

消防署訪問、消火訓
練、避難訓練他

5月 親子ふれあい遊び 主催 さよう子育て支援セ
ンター

　佐用町 5月5日 町民プール無料開放 主催 佐用町民プール 中学生以下無料

　福崎町 5月2日 こどもの日の集い 主催 各幼稚園

　多可町 5月3日 こどもまつり 共催 北アリーナ

　猪名川町 5月13日 キッズフェスティバル 主催 猪名川町文化体育館

　朝来市 5月5日 ヒメハナ子どもまつり 主催 ヒメハナ公園

5月31日 子育てふれあいセンター事業「赤ちゃん講
座・赤ちゃん体操」

主催 篠山市立四季の森生
涯学習センター

5月29日 子育てふれあいセンター事業「親子うんど
う広場」

主催 篠山市立Ｂ＆Ｇ海洋
センター体育館
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5月5日 キッズフェスタ☆2018
第１回ポムポムまつり

主催 府中市こどもの国 地域連携にて開催、
様々な催しを開催

5月4日 ワークショップ 主催 府中市こどもの国 ワークショップ開催

5月3日～5日 こども映画まつり 主催 府中市こどもの国 子ども向け映画の上映

4月30日
5月3日

お好み焼き「備後府中焼き」 主催 府中市こどもの国 府中焼きの体験教室

　府中市 5月3日～5日 工作教室 主催 府中市こどもの国 親子手作り工作教室の
開催

　竹原市 5月19日 筋肉番付 主催 竹原市中央児童館

　呉市 5月4日 2018呉子ども祭　大会テーマ　えがおで★
はいたっち！

共催 呉ポートピアパーク 高校生ボランティア参
加者数　約500名、来
場者数　約30,000人

5月1日～31日 市内文化施設の催し 各文化施設 協賛事業

5月1日～31日 親子参加型イベント 共催 広島市健康づくりセ
ンター健康科学館

5月15日(幼)
5月17日(保・
認)

市内保育園・幼稚園・認定こども園の一斉
園庭開放

各保育園・幼稚園・
認定こども園

協賛事業

5月1日～31日 地域子育て支援センターの催し 各区地域子育て支援
センター

協賛事業

5月1日～31日 育児サロン 児童館等 協賛事業

　広島市 5月5日 市内文化施設等の無料開放 各文化施設 協賛事業

5月19日～20日 子育て応援すこやか2018 主催 広島県立総合体育館

月間中，各施
設異なる

文化施設等無料開放やイベント等の広報

【広島県】 児童福祉月間なかよし運動会

　久米南町 4月28日 親子ふれあい交流会 主催 久米南町運動公園体
育館

5月3日～5日 ゴールデンウィークは町家においでよ♪ 主催 かもがた町家公園 せんべいやお団子作
り、お駕籠乗り体験、
琴の演奏、囲碁体験等

　浅口市 4月中旬～6月
中旬

企画展「端午の節句」 主催 かもがた町家公園 五月人形と張子の虎、
こいのぼり展示

　赤磐市 5月16日 こどもフェスティバル 主催 赤磐市吉井子育て支
援センター

4月22日 倉敷っ子フェスティバル 主催 倉敷市内児童館・児
童センター(６ヵ所)

4,500人参加
実施運営は各児童館・
児童センター

　倉敷市 4月下旬 こいのぼり掲揚式 主催 倉敷市役所 100人参加

　岡山市 5月5日 岡山市こどもフェスティバル 主催 岡山ふれあいセン
ター

10,000人参加見込み

【岡山県】

　江津市 5月20日 江津市こどもまつり 主催 江津市地場産業振興
センター

5月10日 わいわいキッズ 主催 ひらた子育て支援セ
ンター

健康運動指導士による
親子体操の指導。

5月7日 ひらたぴよぴよサロン
（０歳児をもつ親子の集い）

主催 ひらた子育て支援セ
ンター

０歳児をもつ親子の交
流の場。
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5月3日 児童館フェスティバル2018 主催 さぬきこどもの国

4月21日、
4月28日、
5月12日、

こども読書まつり 主催 香川県立図書館 参加費無料

5月29日 平成30年度「みんなで子どもを育てる県民
運動」推進大会

主催 香川県庁ホール 香川県、県警察本部、
県教育委員会、（公
財）明治百年記念香川
県

【香川県】 5月中旬～下旬 平成30年度児童福祉施設・障害者福祉施設
等の激励訪問

主催 訪問施設

　つるぎ町 3月14日 つるぎっこミニ祭り 共催 ハイツ和光 親子30組

　美波町 5月5日 カレッタこどもの日特別イベント 後援 うみがめ博物館 参加無料、当日うみが
め博物館入館料小学生
以下無料

　石井町 5月20日 みらいフェスタinいしい 後援 ＯＫいしいパーク
（飯尾川公園）

【徳島県】 5月3日～4日 次世代育成支援イベント
「おぎゃっと21」

主催 アスティとくしま

　周南市 4月中旬 こいのぼり掲揚式 主催 徳山動物園 徳山動物園所管

5月20日 あつまれ！にこちゃんまつり 主催 岩国市こども館

5月19日 どんぐりのへや
工作　「いないいないばー」

主催 岩国市こども館

5月13日 おりがみのへや　「かぶと」 主催 岩国市こども館

　岩国市 5月12日 chou chou
工作・絵本読み聞かせ

主催 岩国市こども館

4月下旬 平成30年度子どもの日の贈り物 主催 市内私立保育園・私
立幼稚園・小規模保
育施設

　下松市 4月下旬～5月
上旬

第30回こいのぼりまつり 主催 下松市役所グリーン
プラザ

　下関市 5月12日（予
定）

第19回元気ファミリーフェスタ 主催 豊北総合運動公園芝
グラウンド

5月5日（予
定）

こども青空わいわい広場 主催 山口県児童センター

【山口県】 4月20日（予
定）

こいのぼり掲揚式 主催 山口県庁　前庭

　世羅町 4月29日 古代生活モノづくり体験学習「勾玉をつく
ろう」

主催 世羅町大田庄歴史館
2階　学習室

　坂町 5月13日 青少年育成坂町民会議総会及びあいさつパ
レード

主催 坂町町民センター

　海田町 5月 こども大会 主催 保育所 保育所入所児童対象

5月1日～23日 にこにこ広場 主催 子育て支援センター

　江田島市 5月1日 身体計測及び誕生会 主催 子育て支援センター

5月5日 こどもの日施設無料開放 宮島歴史民俗資料館

5月5日 こどもの日施設無料開放 宮島水族館『みやじ
マリン』

　廿日市市 5月5日 こどもの日施設無料開放 厳島神社、宝物館、
千畳閣

4月28日 春のおはなし会スペシャル 主催 府中市立図書館
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5月6日 子ども喫茶 主催 松山市新玉児童館 子どもとその保護者

4月26日 こいのぼり作り隊っ！ 主催 松山市新玉児童館 未就園児とその保護者

5月10日 ＭａＭａＣＡＦＥ 主催 松山市久枝児童館

4月27日 みんなでバースデー 主催 松山市久枝児童館

4月26日 おはなし広場 主催 松山市久枝児童館

　松山市 4月20日～5月
13日

こいのぼりがいっぱい
プロジェクト

主催 松山市久枝児童館

【愛媛県】 4月下旬～5月
上旬

あいあいフェスティバル2018 主催 えひめこどもの城 参加予定人数 約
15,000人

5月下旬 ベビーマッサージ 白方保育所

5月中旬 海に行こう 白方保育所

5月中旬 出前保育 白方公民館

5月中旬 親子クッキング 白方保育所

5月上旬 こいのぼり作り 白方保育所

5月18日 堀江公園で遊ぼう 堀江公園

4月18日、
5月9日

絵本クラブ 豊原保育所支援セン
ター

5月14日 芋のつるさし 豊原保育所ちびっこ
農園

5月7日 いちご摘み 豊原保育所ちびっこ
農園

4月24日 はじまりの会 豊原保育所遊戯室 5歳児との交流

5月下旬 青空教室 桃陵公園

5月中旬 親子でｸｯｷﾝｸﾞ 多聞院保育所

　多度津町 5月上旬 親子で遊ぼう 多聞院保育所

　観音寺市 5月16日 保育まつり 共催 観音寺市立総合体育
館

観音寺市内公立私立保
育所10園の4,5歳児親
子約700名参加

4月14日、
4月22日

こいのぼりづくり 主催 丸亀市児童館

5月2日 こどもの日の高齢者交流 主催 子育てひろばあか
ちゃんうさぎ

地域子育て支援拠点主
催

5月7日 子どもの日の集い 共催 東小川児童センター 地域子育て支援拠点共
催

5月24日 図書館うさぎがやってくる 主催 東小川児童センター

5月24日 トライアングル 共催 東小川児童センター

5月13日 夏野菜、お花を植えよう 主催 東小川児童センター

5月12日 ハンドメイド 主催 東小川児童センター

5月6日 3B体操 主催 東小川児童センター

5月11日 親子野菜づくり 主催 コムコムひろばあや
うた

地域子育て支援拠点主
催

　丸亀市 5月7日 節句工作 主催 コムコムひろば城坤 地域子育て支援拠点主
催

5月5日 こどもフェスティバル2018 主催 さぬきこどもの国

5月4日 ワールドステージショー 主催 さぬきこどもの国
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四国中央市 5月3日（予
定）

みしまこどもの祭典 主催 みしま児童センター 400人予定

5月 こどものつどい 主催 徳森児童センター

5月 こどものつどい 主催 喜多児童館

　大洲市 5月 こどものつどい 主催 大洲児童館

5月5日 お楽しみ工作 主催 丹原児童館 参加者30人

5月5日 子ども映画祭 主催 東予西児童館 参加者30人

5月5日 こいのぼり作り 主催 西条西部児童館 参加者30人

　西条市 5月5日 ジャンボお絵かき 主催 西条児童館 参加者30人

　新居浜市 5月12日、
5月19日

こどものつどい 主催 中央・川東・上部児
童センター、瀬戸児
童館

約400名参加予定

　八幡浜市 5月5日 児童センターまつり 主催 八幡浜児童センター 参加者250人

4月10～5月13
日

なんぶdeこいのぼりが
いっぱいプロジェクト

主催 松山市南部児童セン
ター

屋外と館内にこいのぼ
りを掲げる

5月10日 なんぶdeママカフェ 主催 松山市南部児童セン
ター

乳幼児とその保護者

5月8日～11日 すくすく体操広場 主催 松山市南部児童セン
ター

幼児とその保護者

5月8日 おはなし広場 主催 松山市南部児童セン
ター

乳幼児とその保護者

5月5日 なんぶ屋台 主催 松山市南部児童セン
ター

子どもとその保護者

5月5日 なんぶdeシネマランド① 主催 松山市南部児童セン
ター

子どもとその保護者

4月～5月上旬 こいのぼり制作 主催 松山市久米児童館 幼児とその保護者

5月12日 みぶじ卓球大会 主催 松山市味生児童館 小学生～中学生

5月12日 みぶじドッジボール大会 主催 松山市味生児童館 小学生

4月中旬～5月
上旬

みぶじこいのぼり
プロジェクト

主催 松山市味生児童館 館内と屋外にこいのぼ
りを掲揚する

5月12日 ファミ★カフェ 主催 松山市北条児童セン
ター

幼児とその保護者

4月28日、
5月12日

中高生タイム 主催 松山市北条児童セン
ター

中高生

4月28日、
5月12日

駄菓子屋じょうじ 主催 松山市北条児童セン
ター

子どもとその保護者

4月24日～5月
11日

児童館こいのぼりが
いっぱいプロジェクト

主催 松山市北条児童セン
ター

子どもとその保護者

4月21日～22日 シャボン玉であそぼう！！ 主催 松山市北条児童セン
ター

子どもとその保護者

5月 元気ッズタイム 主催 松山市畑寺児童館 乳幼児とその保護者

5月 ちびっこ☆運動会 主催 松山市畑寺児童館 乳幼児とその保護者

5月8日 からだであそぼう 主催 松山市中央児童セン
ター

乳幼児とその保護者

4月24日～30日 こいのぼりｗｅｅｋ 主催 松山市中央児童セン
ター

子どもとその保護者

5月6日 ドッチボールマスター・
サンデーキッズ

主催 松山市新玉児童館 小学生
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　松浦市 5月頃 鯉のぼりの掲揚 主催 松浦市子育て支援施
設「みんなの子育て
広場」ＵＲＡＣＣＯ

こいのぼり掲載イベン
ト、写真撮影等

　島原市 4月下旬 保育園等への訪問による交流 主催 市内保育所及び認定
こども園（7ヶ所）

市長・市議会教育厚生
委員長及びこども課職
員

第16回こどもまつり 主催 小城市児童福祉セン
ター

200名参加予定

【佐賀県】

　佐世保市 5月6日 第21回させぼわんぱくひろば 共催 佐世保市体育文化館
及び新公園

させぼわんぱくひろば
実行委員会が主催し、
構成員は佐世保市を含

　長崎市 未定 児童福祉施設市長訪問 主催 未定

【長崎県】

6月上旬 親子エアロビクス教室 共催 築上町児童館

5月 親子ヨガ教室 共催 築上町児童館

5月 親子陶芸教室 共催 築上町船迫窯跡公園

5月 リトミック 共催 築上町児童館

　築上町 5月上旬 親子運動遊び 共催 築上町児童館

　志免町 5月5日 総合福祉施設における関連イベント 主催 総合福祉施設シーメ
イト

総合福祉施設にてこど
もまつり、おはなし
会、ﾌﾘｰﾏｰｹｯﾄ等開催

5月6日 昼間の星を見る会 児童文化科学館（屋
上）

5月6日 ペットボトル風車教室 児童文化科学館（工
作室）

（要）電話申込、材料
費100円

　北九州市 5月5日 サイエンスショー「すごいぞ！水や大気の
力」

児童文化科学館（大
集会室）

【福岡県】

　大月町 5月5日 わんぱくフェスティバル 共催 道の駅ふれあいパー
ク大月

イベント実行委員会

　四万十町 児童福祉週間
の開催は困難

気になる家庭への対応（児童虐待防止）に
関する研修会

主催 高知県四万十町役場

　香南市 11月23日 香南ふれあいまつり 共催 のいちふれあいセン
ター（香南市野市中
央公民館）

福祉系イベントブース
展示、人権啓発フェス
ティバル

【高知県】 4月末 知事と子どものこいのぼりあげ 主催 高知県立美術館　東
側広場

　愛南町 4月中旬～5月
下旬

こいのぼり制作及び展示 主催 御荘夢創造館（児童
館）

来館者を対象としてこ
いのぼりを制作。作品
の展示。

5月 こいのぼりまつり 主催 松前町児童館 お菓子づくり等

　松前町 5月5日 こどもの日 主催 松前町児童館 クラフト、プレゼント
等

　西予市 4月29日 れんげまつり 共催 ＪＲ伊予石城駅周辺 れんげまつり会場にお
いて各種イベントの開
催

　小城市 5月6日
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　鹿児島市 5月3日～6日 りぼんかんフェスティバル 主催 すこやか子育て交流
館（りぼんかん）

【鹿児島県】 4月下旬 こいのぼり掲揚式 主催 県庁前庭 保育園児等の参加

　高千穂町 5月10日 子育て講和 主催 高千穂町子育て支援
センター

育児講和

　国富町 4月下旬 こいのぼり制作 主催 児童館・子どもセン
ター

子育て支援センター活
動

　串間市 4月23日 親子でミニこいのぼり作り 主催 串間市総合保健福祉
センター２階
すこやか広場

　日向市 5月20日 こどもお祭り広場 主催 文化交流センター 保育協議会主催

　小林市 5月 こどもの日お楽しみ会 中央児童センター
西小林児童センター

　延岡市 5月20日 わいわいワンパーク 共催 延岡総合文化セン
ター

【宮崎県】

5月 西部児童館まつり 主催 西部児童館

5月 北部児童館まつり 主催 北部児童館

　別府市 5月 南部児童館まつり 主催 南部児童館

【大分県】

　芦北町 5月上旬 子どもの日イベント 主催 町営の芦北児童館と
湯浦児童館

子どもの日にちなんだ
イベントを開催

5月12日 長洲町子ども写真コンテスト 主催 長洲町中央児童館

　長洲町 5月12日 長洲町児童館まつり 主催 長洲町中央児童館

　天草市 4月29日 あまくさ子どもフェスティバル 共催 天草市　大矢崎緑地
公園

約2,000人参加予定

　宇土市 5月5日 わくわくこどもまつり 主催 宇土市児童センター

【熊本県】

6月 親子運動会 主催 新魚目体育館 150人規模

4月中旬～5月
初旬

鯉のぼり作成 主催 浦桑生活館、新魚目
児童館、浜ノ浦児童
館

新上五島町 4月中旬～5月
初旬

鯉のぼり掲揚 主催 青方子育て支援セン
ター

5月 ちびっこ・パーク 主催 町内各児童館（4
館）

　時津町 5月 エンジェル･パーク（乳幼児向け親子遊
び）

主催 庁内各児童館（4
館）

　長与町 5月27日 親子ピザ作り体験 共催 おひさまひろば おひさまひろば主催
10組程度募集予定
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4月29日 あそびにコンビニ 勝連地区公民館　交
流広場

参加予定人数180名

　うるま市 4月25日 こいのぼり掲揚式 主催 うるま市役所前広場 標語の掲揚と同時に行
い児童福祉週間をア
ピール

5月8日～11日 児童福祉週間「室内レクを楽しもう♪」 主催 福祉文化プラザ児童
センター

5月8日～11日 児童福祉週間「室内レクを楽しもう♪」 主催 あげだ児童館

4月下旬 こいのぼり掲揚式 主催 庁舎市民広場

　沖縄市 5月1日～12日 児童福祉週間（パネル展） 主催 庁舎市民ホール

5月 平和祈念こいのぼり祭り 糸満市平和祈念公園
式典広場

掲揚するこいのぼりを
地域保育園が提供※主
催：沖縄県平和祈念財

　糸満市 4月 こいのぼり掲揚式 主催 市庁舎広場

　浦添市 4月13日 こいのぼり掲揚式 主催 浦添市役所前広場

　石垣市 4月下旬 こいのぼり掲揚式 主催 石垣市健康福祉セン
ター

4月18日 こいのぼり掲揚式 主催 宜野湾市役所 認可・認可外保育園の
4・5歳児がお遊戯を披
露

　宜野湾市 4月16～5月11
日

児童センターの利用児童の作品展示 主催 宜野湾市役所

　那覇市 4月12日 こいのぼり掲揚式 主催 宇栄原保育所 式典時は標語の横断幕
を設置

【沖縄県】 4月 こいのぼり掲揚式 主催 沖縄県庁
福祉事務所
児童相談所

4月下旬 春のお話会 主催 和泊町立図書館

　和泊町 5月初旬 さつき相撲大会 主催 笠石海浜公園

5月5日 黒砂糖まつり 畦プリンスビーチ 黒砂糖つくりの体験

4月下旬 ゴールデンウォーク 健康の森総合運動公
園周辺

ウォーキング

　徳之島町 4月下旬 子ども読書の日お話し会スペシャル 徳之島町立図書館1
階ロビー

パネルシアターや大型
絵本の読み聞かせ、手
あそび等。

　さつま町 5月3日～4日
（予定）

北薩広域公園春まつり 北薩広域公園 1日目にスライム作り
を親子１００組に提供
予定

　西之表市 平成31年3月上
旬

すこやかフェスタ 共催 保健センター 会場内にツリ―を設置
し、来場者にオレンジ
リボンを結んでもらう

4月下旬 こどもの日に向けて 主催 枕崎市片平山児童セ
ンター

4月下旬 子どもの日に向けて 主催 枕崎市児童館

4月下旬 かつおのぼり掲揚 共催 鹿児島県庁

　枕崎市 4月中旬 かつおのぼり掲揚 主催 枕崎市役所
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　与那国町 4月23日 こいのぼり集会 主催 与那国町役場（中
庭）

4月下旬から5
月中旬

こいのぼり掲揚 主催 役場本庁舎 本庁舎にてこいのぼり
掲揚

　竹富町 4月下旬 こいのぼり掲揚式 主催 町内保育所（1か
所）

　八重瀬町 4月下旬 やえせこいのぼりあしび 主催 港川公民館前広場

　伊平屋村 4月27日 こいのぼり掲揚式 共催 伊平屋村役場正面玄
関前

　南大東村 4月23日 こいのぼり掲揚式 主催 南大東村役場

　南風原町 4月27日 こいのぼり掲揚式 共催 南風原町役場町民広
場

南風原町社会福祉協議
会との共催

4月25日～5月
11日

児童絵画展 与那原町役場　1階
ロビー

町内保育園児の絵画を
展示する。

　与那原町 4月24日 こいのぼり掲揚式 与那原町内公園 公園内に町内保育園児
と一緒にこいのぼりを
掲揚する。

　中城村 4月20日 こいのぼり掲揚式 共催 ごさまる陸上競技場 村内保育施設

　北中城村 5月12日 子どもまつり 主催 北中城村総合社会福
祉センター

4月29日 比謝川鯉のぼりフェスタ 共催 嘉手納町総合福祉セ
ンター

　嘉手納町 4月 こいのぼり掲揚式 主催 庁舎前、保育所、子
育て支援センター

　金武町 4月下旬 こいのぼり掲揚式 金武町総合保健福祉
センター

　宜野座村 4月下旬 こいのぼり集会 後援 宜野座村地域福祉セ
ンター前

宜野座村社会福祉協議
会主催

　恩納村 4月中旬～下旬 こいのぼり掲揚式 主催 恩納村役場

　東村 4月 鯉のぼり掲揚式 東村営グラウンド

　大宜味村 4月～5月 鯉のぼり掲揚式・児童週間パレード 未定

　国頭村 5月頃 こいのぼり掲揚式 国頭村民ふれあいセ
ンター

　南城市 4月中旬～5月
中旬

こいのぼり掲揚 南城市社会福祉協議
会

4月23日～5月
14日

児童絵画展 主催 各庁舎（5ヶ所） 保育園児による絵画の
展示

4月25日～5月
14日

鯉のぼりの掲揚 主催 各庁舎（5ヶ所） 保育園児及び関係者

　宮古島市 4月25日 鯉のぼり掲揚式典 主催 各庁舎（5ヶ所） 保育園児及び関係者
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