時日時 場 会場 対 対象 定 定員
（抽選などの記載がないものは先着順） 内 内容 申 申込方法または申込先

須賀川市文化団体連絡協議会
創立50周年記念事業

岩瀬図書館
お話のつどい

アリーナ60分・90分プログラム
（5月）

春の響宴

時 4月17日
（日）

時 4月16日
（土）

午前10時30分
内 絵本の読み聞かせ、
手遊びなど

テーマ 「たからもの」
春・本をたのしもう！
時 4月23日
（土）
～ 5月22日（日）
内 ▶令和3年度に
「おはなしのつど
い」で紹介した
「おすすめの絵本」約

180冊の展示・貸し出し
▶年齢やテーマごとに分けた本を袋
に入れ、
ポップを付けて貸し出す「絵

本のお楽しみ袋」
お母さんと赤ちゃんのためのお話のへや
時 5月11日
（水） 午前10時30分
内 絵本の読み聞かせ、わらべうた、
手遊びなど
問 岩瀬図書館☎
（65）3549
長沼図書館
「本のリサイクル広場」
時 4月23日
（土）
～5月31日（火）

内 寄贈された本や図書館で利用しな

くなった本を1人10冊まで無料で提
供します。
他本の寄贈は随時受け付けています。
問 長沼図書館☎
（67）2138

▶午前11時 ロビーコンサート、お点前
披露
（須賀川茶道連合会）
、和楽器の体験
▶午後1時 ステージ発表（須賀川
舞踊協会、須賀川市大正琴各派連合
会（琴城流）、須賀川合同民謡会、須
賀川三曲会、須賀川吹奏楽団、女声
合唱団すかがわ）
場 文化センター
十七文字のふれあい
時 5月15日
（日）

▶午前9時30分 初めての俳句講座
（桔槹吟社）
▶午後1時30分 川柳初心者講座
（須
きっこうぎんしゃ

賀川川柳会）
場 風流のはじめ館
問 文化振興課☎
（88）9172

2022春の福島空港まつり
規模を縮小して3年ぶりに開催し
ます。様々なイベントを用意してい
ますので、ぜひお越しください。
時 5月7日
（土）
・8日（日）

場 福島空港ターミナルビル

問 ㈱福島エアポートサービス

☎0247
（57）1650

ステップ運動（60分）
時 5月10日
（火） 午前10時～11時
場 須賀川アリーナ
定 30人
講師 小野すま子さん
（日）
～5月3日
（火）
申込期間 4月17日
￥ 200円
弓道（90分）
時5月28日
（土） 午前10時～11時30分
場 武道館
定 15人
講師 須賀川弓道会
（日）
～5月21日
（土）
申込期間 4月17日
￥ 200円

対 市内在住または在勤、在学の15

歳以上の人（中学生を除く）
申 申込用紙に必要事項を記入の上、
参加料を添えて須賀川アリーナにお
申し込みください（電話予約可）。
問 須賀川アリーナ☎
（76）8111
マイナンバーカードの申請を
サポートします
市民課のサポートコーナーでは、
マイナンバーカードの申請をサポー
トしています。
問 市民課☎
（88）9134

FUKUSHIMA AIRPORT情報

ムシテック情報
一日遊べるプログラムが盛りだくさん！

ＧＷはたっぷりムシテック！

☎
（89）1120
開館 午前9時
閉館 午後4時30分

札幌
福島 9:30→札幌11:05
（新千歳）

札幌15:05→福島16:35

福島 8:05→大阪 9:25

大阪 7:50→福島 9:00

福島12:55→大阪14:05

大阪11:20→福島12:25

福島17:15→大阪18:35

大阪16:50→福島17:55

福島18:25→大阪19:35

大阪19:15→福島20:25

内
大阪
（伊丹）

線

今年もムシテックでは、ゴールデ
ンウイーク期間に工作、実験、自然
体験などの楽しいプログラムをたく
さん行います。ぜひ、ご家族でお越
しください。
※事前予約は必要ありませんが、当
日先着順で整理券が必要なプログラ
ムがあります。詳しい内容や開催日
時については、ムシテックのホーム
ページをご覧ください。

4 月 の 航 空 ダ イヤ

国

新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、掲載のイベントなどを変更
（中止・延期・その他）
する場合があります。

子育て・イベント情報

※ダイヤは変更になることがあります。ご利用の際は、各航空
会社にお問い合わせください。

ニッケルメッキ作業
の体験

問い合わせ ◦札幌・大阪
（ANA）
☎0570
（029）
222
◦大阪
（IBEX）
☎0570
（057）
489

空港公園子ども生け花教室

（日） 午前10時～11時30時
時 5月8日
場 緑のスポーツエリア
「21世紀建設館」 定15人
（中学生以下）
内 母の日をテーマに、季節の花を生けて楽しみます。

季節のポップアップカード作り
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巨大ドジョウが見つかるかも !?

令和4年4月1日

講師

すいこう

生け花小原流・齋藤翠香さん

問 福島空港公園事務所☎
（89）1766

￥ 1人1,000円

締 締め切り

¥ 料金
（表示のないものは無料） 他その他 問 問い合わせ

清塚信也withNHK交響楽団メンバー
～カラフル・ミュージック・ツアー～
時 6月12日
（日） 午後3時（開場：午

後2時） 場 文化センター
「大ホール」
入場券 前売券 SS席：7,000円、
S席：6,000円、A席：5,000円
※当日券は500円増
他 入場券の発売日や販売場所は、文

化センターにお問い合わせください。
問 文化センター☎
（76）
7777

須賀川アリーナ
イベント・スポーツ教室
ボディメイククラス

時5月11日～ 6月1日
（水曜日・全4回）

午後7時～8時30分
場 須賀川アリーナ
対 市内在住または在勤の18歳以上
の人（高校生を除く）
定 30人
内 減量を目指した有酸素運動
講師 大河原里美さん
（日）
～5月1日
（日）
申込期間 4月10日
¥ 500円
アリーナランニングクラブ
時 5月21日～令和5年3月18日（奇

数月の第2または第3土曜日・全6回）
午前9時～11時
場 並木町運動場 ほか
対中学生以上の人
内 ランニング初級～中級者向けの練
習会
申込期間 随時
¥ 一般
（高校生以上）1,500円、中学
生1,000円
霊山登山

時 5月22日
（日） 午前8時～午後5時
りょう ぜ ん

場 霊山
（伊達市）

対 市内在住または在勤の18歳以上

で体力に自信がある人
定 18人
内 約4時間の初級者向け軽登山
※登山には「霊山案内人会」が同行し

ます。
（日）
～5月1日
（日）
申込期間 4月17日
¥ 3,000円
（交通費、保険料など）
申 申込用紙に必要事項を記入の上、

参加料を添えて須賀川アリーナにお
申し込みください（電話予約不可）。
問 須賀川アリーナ☎
（76）8111

F ファクス

子育て・イベント情報

メール

「須賀川市20歳のつどい
（成人式）
」
実行委員の募集
民法改正に伴い、4月から成年年
齢が20歳から18歳に引き下げられ

ました。本市では、これまで通り、
20歳の人を対象にお祝いの式典を
行うこととしており、令和5年1月
に「須賀川市20歳のつどい」を開催
します。
この式典・イベントを企画運営す

る実行委員を募集します。
対 18歳
（高校生を除く）からおおむ
ね30歳までの市内在住または在勤、
在学の人 ※市外在住であっても、
つどい該当者は応募可
定 20人程度
内 5月下旬以降、毎月1～2回の実行
委員会（計12回程度）を開催し、開
催内容の検討や記念品の選定などを
行います。
※応募方法など詳しく
は、市ホームページをご
覧ください。
20歳のつどい
実行委員募集
締 4月30日
（土）
申・問 生涯学習スポーツ課☎
（88）
9171
宇津峰の山開き

時 4月29日
（金・祝）

場 宇津峰・清水登山口

駐車場

市民の森駐車場

※送迎バスの運行はありません。
問 市観光物産振興協会☎
（88）9144
小塩江公民館☎（89）1005

産前産後家庭支援ヘルパー派遣
対 妊娠中または出産後6カ月以内で、

体調不良などのため家事や育児が困

難で、同居の親族などから援助を受
けることができない人
内 ヘルパーが家事や育児を援助
利用時間 午前7時～午後7時
（12月
29日～1月3日を除く）
利用回数 1時間以内の利用を1日3
回まで（対象期間中、合計30回を上
限とします）
申 申請書
（こども課に
設置）に必要事項を記

入の上、こども課に
お申し込みください。
￥ 1回500円
問 こども課☎
（88）8114
須賀川病院の「病後児保育室」
病気の回復期の子どもを、仕事な
どの都合で保護者が保育することが
困難なときに、専用の施設で一時的
にお預かりします。
保育時間 午前8時～午後5時30分
（土・日曜日、祝日、年末年始を除く）
場 須賀川病院附属保育所病後児保育
室（館取町108）
対 1歳から小学6年生までの子ども
利用方法 事前に「登録申込書」を病
後児保育室に提出し、利用前日の午
後3時までに電話予約後、当日「利
用申込書」と「利用連絡票」を保育室
に提出 定 3人
申 須賀川病院附属保育所病後児保育
室☎（76）4090
￥ 1日当たり2,000円
※市民税非課税世帯などは免除
問 こども課☎
（88）8114

子育て支援アプリ
すかがわ
「てくてく」
子育て世代の妊娠・出産・育児をサポートします。
母子健康手帳と併せてご活用ください。
アプリの機能

成長記録、予防接種の管理、市内の子育
て情報、子育て関連施設のお知らせなど
問 こども課☎
（88）
8114

すかがわてくてく

令和4年4月1日
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