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…子どもの健診

3㈫
みねこせんせいとうたおう!
(子育て応援団によるコンサート)
10:30　子育て世代包括支援センター「ここらん」

4㈬

おはなし会
10:30　図書館本館

作ってあそぼっ！
(小学生までの子どもと保護者、 先着10組程度)
15:15　生涯学習センター「きらん」キッズパーク

4㈬
6㈮

3歳児健診 (平成28年8月生まれの子ども)
12:30　保健センター

7㈯

おはなし会
10:30　図書館本輪西分室

おはなし会（先着30人程度）
11:00　生涯学習センター「きらん」ブックパーク

　9㈪
10㈫
11㈬

親子で簡単せいさく
　9：30（満1歳～就学前の子どもと保護者）
13：30（満1歳未満の赤ちゃんと保護者）
　　　　子育て支援センターらんらん（常盤保育所内）

11㈬

ここまま相談広場
10:00 (1歳～就学前の子ども)
13:15 (1歳未満の赤ちゃん、 妊婦)
　　　　保健センター

親子で楽しむおりがみ教室
(小学生までの子どもと保護者、 先着10組程度)
15:15　生涯学習センター「きらん」キッズパーク

12㈭

4カ月児健診

(絵本や食器をプレゼントします。大きめのバックなどを持参してください。)
12:30　保健センター

17㈫
１歳６カ月児健診(平成30年1月生まれの子ども)
12:30　保健センター

17㈫
18㈬

9月生まれのおたんじょうかい
11:20　子育て世代包括支援センター「ここらん」

18㈬
19㈭

おはなし会
11:30　図書館輪西分室

19㈭
１歳６カ月児健診(平成30年1月生まれの子ども)
12:30　保健センター

21㈯
作ってあそぼっ！
(小学生までの子どもと保護者、 先着10組程度)
15:15　生涯学習センター「きらん」キッズパーク

22㈰ 英語のおはなし会
11:15　図書館本館

24㈫

9月生まれのおたんじょうかい
　9:30（満1歳～就学前の子どもと保護者）
13:30（満1歳未満の赤ちゃんと保護者）
　　　　子育て支援センターらんらん（常盤保育所内）

24㈫
25㈬
26㈭

親子で楽しむ簡単せいさく(先着20組程度)
10:00　子育て世代包括支援センター「ここらん」

28㈯
親子で楽しむおりがみ教室
(小学生までの子どもと保護者、 先着10組程度)
15:15　生涯学習センター「きらん」キッズパーク

日 行　　　　事 詳  細

健康推進課 ☎45-6610 　　　　図書館本館 ☎22-1658
生涯学習センター「きらん」キッズパーク ☎83-7752
生涯学習センター「きらん」ブックパーク ☎83-7753
子育て世代包括支援センター「ここらん」 ☎45-2022
子育て支援センターらんらん(常盤保育所内) ☎25-6002

《詳細》
健康推進

きらんＫ

きらんB

ここらん

らんらん

図 書 館

９月の健診・おでかけカレンダー
当日、 直接会場にお越しください。

健康推進

健康推進

健康推進

健康推進

健康推進

きらんＫ

きらんＫ

きらんＫ

きらんＫ

ここらん

ここらん

図 書 館

図 書 館

図 書 館

図 書 館

ここらん

きらんB

らんらん

らんらん

らんらんのルームであそぼう
《詳細》子育て支援センターらんらん(常盤保育所内) ☎25-6002

開放日　月～金曜日 （祝日を除く）
開放時間　10：00～16：00みんなの広場

《詳細》健康推進課 ☎45-6610

ままカフェ

《詳細》子育て世代包括支援センター「ここらん」 ☎45-2022

9/25 13:00～15:00水

時間　13:00～15:00　　用意する物　母子健康手帳

フッ素塗布
《詳細》健康推進課
　　　☎45-6610

０歳児
ルーム

わくわく
ルーム

満1歳未満の
赤ちゃんと保護者

月・火・木・金曜日
13:30～15:00

満1歳～就学前の
子どもと保護者

対象　1歳3カ月～就学前の子ども
日時　4日(水)･6日(金)･17日(火)･19日(木) 12:15～13:15
　　　26日(木)　13:00～14:45
会場　保健センター　　料金　800円
用意する物　母子健康手帳

　プレママ （16週以降の安定期の妊婦）とママ(産後1～4
カ月頃) のための交流の場で、 赤ちゃんも一緒に参加でき
ます。保健師や助産師、 保育士がいますので気軽に相談し
てください。自由に飲んでいただけるノンカフェインティー
を用意しています。

子育て世代包括支援センター
「ここらん」

9月の

　赤ちゃん向けの手遊びや妊産婦向けの簡単
なストレッチを行います。
　保健師によるスキンケアについての講話も
あります。

ミニ講座 赤ちゃんのスキンケア

対　象ルーム 開放日時

～絵本とともだちに～
赤ちゃんライブラリー

時間　10:30～11:30　　定員　先着3組程度
申込方法　９月1日から11日まで、 電話で

《会場･詳細》図書館 ☎22-1658
月末図書整理による
休館日…９月27日(金) 

9/18 水

無料無料無料無料 当日
直接
当日
直接
当日
直接
当日
直接

無料無料無料 当日
直接
当日
直接
当日
直接無料 当日
直接

無料無料無料無料

予約予約予約予約

月・火・水・金曜日、9月5日(木)
9:30～11:30

(9月4日(水)は休み)

　３歳までの子どもと親を対象に、
1組ごとに読み聞かせとおすすめの
絵本を紹介します。

15

　宇宙を素材にした実験や工作を行います。
対象　小学1～3年生とその保護者
日時　10月6日(日)　10:15～12:00　　定員　先着15組
申込方法　9月11日から29日まで、 電話または直接

　カニを歩かせ、 ゴールを
目指します。
　優勝者には景品をプレゼント。
参加賞もあります。
対象　小学生
時間　13:00～14:00
　　　(12:30から受け付け)
定員　先着30人

土79/

土149/

土14 159/

　約30種類の実験・工作で科学の世界を体験できます。
　　• 巨大シャボン玉
　　• クリオネと微生物
　　• 虹色の涙をつくろう
　　• モアレ指輪　など
日時　9月8日(日)　10:00～16:00

‘１９青少年のための科学の祭典
室蘭大会　

コズミックカレッジ キッズコース 無料

無料

令和元年度 

　マット運動や鉄棒などの基本動作やボール
遊びなどを行います。
対象　5・6歳
日時　水曜日(全13回)
　　　15:00～16:00
定員　先着10人
料金　6,500円
　　　（別途、保険は任意で申し込み）
申込方法　9月2日から23日まで、 電話また
はB＆G海洋センターに備え付けの申込書を
ファクスで

B&G幼児体育教室

《会場・詳細》B&G海洋センター 
　　　　　　　　☎26-2082　 26-2083

（10月～令和２年3月）

　

「きらん」キッズパーク
秋フェスタ
日時　9月16日・23日(月)
　　　11:00～11:30、 15:00～15:30
定員　各40人程度

日時　9月16日・23日(月)
　　　11:00～11:30、 15:00～15:30
定員　各40人程度

日時　9月16日・23日(月)
　　　11:00～11:30、 15:00～15:30
定員　各40人程度

開館時間　10:00～17:00
入館料　1歳～小学生　200円
　　　　1歳未満の子ども、 子どもに同伴の保護者は無料
パスポート　半年…1,200円、 年間…2,000円

《会場･詳細》生涯学習センター｢きらん」
               キッズパーク ☎83-7752

《会場･詳細》生涯学習センター｢きらん」
               キッズパーク ☎83-7752

《会場･詳細》生涯学習センター｢きらん」
               キッズパーク ☎83-7752

日時　9月16日・23日(月)
　　　11:00～11:30、 15:00～15:30
定員　各40人程度

開館時間　10:00～17:00
入館料　1歳～小学生　200円
　　　　1歳未満の子ども、 子どもに同伴の保護者は無料
パスポート　半年…1,200円、 年間…2,000円

《会場･詳細》生涯学習センター｢きらん」
               キッズパーク ☎83-7752

 ～ボールプールで宝探しの巻～

◎カニレース大会
(荒天中止)

　魚の形をした発砲スチロール
に好きな色を塗ります。
対象　小学生
時間　13:30～15:00 (13:00から受け付け)
定員　先着30人

時間　10:00～16:00
　小学生以下の子どもに、 風船アートをプレゼントします。
※無くなり次第終了。

◎お魚の塗り絵

◎風船家ノリさんの
  バルーンアート

(荒天中止)

無料

無料

無料

水族館であそぼ！水族館であそぼ！

入館料　　　　　　　　　　　　　　　　　
大人400円、 高校生200円、 中学生以下は無料
入館料　　　　　　　　　　　　　　　　　
大人400円、 高校生200円、 中学生以下は無料

日22 月

日

23

　水なれ・水遊び・けのびから始めて、 クロールを目標に行います。
対象　平成25年4月2日から平成27年4月1日までに生まれた子ども

日時　月・水・木・金曜日
         （1人1教室まで）15:00～16:00
定員　各15人(定員超えは抽選)
料金　月額3,000円
         （別途、 保険料800円が必要）
申込方法　9月1日から22日まで、 入江
運動公園温水プール、 体育館に備え付
けの申込書で、 ファクスまたは直接

日時　木曜日　15:00～16:00
定員　15人(定員超えは抽選)
料金　月額3,000円

申込方法　9月1日から17日まで、
げんき館ペトトルに備え付けの
申込書で直接

プールキッズ（後期：10月～令和２年3月）

入江温水プールスポーツ教室

《会場・詳細》入江運動公園温水プール
　　　　　　☎・   22-2466

ペトトル分校

《会場・詳細》げんき館ペトトル 
 　　 ☎59-3443

《詳細》水族館 ☎27-1638《詳細》水族館 ☎27-1638

（ （入館料を含む。
別途、保険料800円が必要

《会場・詳細》青少年科学館 ☎22-1058

入館料  大人400円、65歳以上250円、
            高校生200円、中学生以下は無料

各イベント参加は
無料ですが、館内
見学とプラネタリ
ウムは有料
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日 行　　　　事 詳  細

健康推進課 ☎45-6610 　　　　図書館本館 ☎22-1658
生涯学習センター「きらん」キッズパーク ☎83-7752
生涯学習センター「きらん」ブックパーク ☎83-7753
子育て世代包括支援センター「ここらん」 ☎45-2022
子育て支援センターらんらん(常盤保育所内) ☎25-6002

《詳細》
健康推進

きらんＫ

きらんB

ここらん

らんらん

図 書 館

９月の健診・おでかけカレンダー
当日、 直接会場にお越しください。

健康推進

健康推進

健康推進

健康推進

健康推進

きらんＫ

きらんＫ

きらんＫ

きらんＫ

ここらん

ここらん

図 書 館

図 書 館

図 書 館

図 書 館

ここらん

きらんB

らんらん

らんらん

らんらんのルームであそぼう
《詳細》子育て支援センターらんらん(常盤保育所内) ☎25-6002

開放日　月～金曜日 （祝日を除く）
開放時間　10：00～16：00みんなの広場

《詳細》健康推進課 ☎45-6610

ままカフェ

《詳細》子育て世代包括支援センター「ここらん」 ☎45-2022

9/25 13:00～15:00水

時間　13:00～15:00　　用意する物　母子健康手帳

フッ素塗布
《詳細》健康推進課
　　　☎45-6610

０歳児
ルーム

わくわく
ルーム

満1歳未満の
赤ちゃんと保護者

月・火・木・金曜日
13:30～15:00

満1歳～就学前の
子どもと保護者

対象　1歳3カ月～就学前の子ども
日時　4日(水)･6日(金)･17日(火)･19日(木) 12:15～13:15
　　　26日(木)　13:00～14:45
会場　保健センター　　料金　800円
用意する物　母子健康手帳

　プレママ （16週以降の安定期の妊婦）とママ(産後1～4
カ月頃) のための交流の場で、 赤ちゃんも一緒に参加でき
ます。保健師や助産師、 保育士がいますので気軽に相談し
てください。自由に飲んでいただけるノンカフェインティー
を用意しています。

子育て世代包括支援センター
「ここらん」

9月の

　赤ちゃん向けの手遊びや妊産婦向けの簡単
なストレッチを行います。
　保健師によるスキンケアについての講話も
あります。

ミニ講座 赤ちゃんのスキンケア

対　象ルーム 開放日時

～絵本とともだちに～
赤ちゃんライブラリー

時間　10:30～11:30　　定員　先着3組程度
申込方法　９月1日から11日まで、 電話で

《会場･詳細》図書館 ☎22-1658
月末図書整理による
休館日…９月27日(金) 

9/18 水

無料無料無料無料 当日
直接
当日
直接
当日
直接
当日
直接

無料無料無料 当日
直接
当日
直接
当日
直接無料 当日
直接

無料無料無料無料

予約予約予約予約

月・火・水・金曜日、9月5日(木)
9:30～11:30

(9月4日(水)は休み)

　３歳までの子どもと親を対象に、
1組ごとに読み聞かせとおすすめの
絵本を紹介します。
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　宇宙を素材にした実験や工作を行います。
対象　小学1～3年生とその保護者
日時　10月6日(日)　10:15～12:00　　定員　先着15組
申込方法　9月11日から29日まで、 電話または直接

　カニを歩かせ、 ゴールを
目指します。
　優勝者には景品をプレゼント。
参加賞もあります。
対象　小学生
時間　13:00～14:00
　　　(12:30から受け付け)
定員　先着30人

土79/

土149/

土14 159/

　約30種類の実験・工作で科学の世界を体験できます。
　　• 巨大シャボン玉
　　• クリオネと微生物
　　• 虹色の涙をつくろう
　　• モアレ指輪　など
日時　9月8日(日)　10:00～16:00

‘１９青少年のための科学の祭典
室蘭大会　

コズミックカレッジ キッズコース 無料

無料

令和元年度 

　マット運動や鉄棒などの基本動作やボール
遊びなどを行います。
対象　5・6歳
日時　水曜日(全13回)
　　　15:00～16:00
定員　先着10人
料金　6,500円
　　　（別途、保険は任意で申し込み）
申込方法　9月2日から23日まで、 電話また
はB＆G海洋センターに備え付けの申込書を
ファクスで

B&G幼児体育教室

《会場・詳細》B&G海洋センター 
　　　　　　　　☎26-2082　 26-2083

（10月～令和２年3月）

　

「きらん」キッズパーク
秋フェスタ
日時　9月16日・23日(月)
　　　11:00～11:30、 15:00～15:30
定員　各40人程度

日時　9月16日・23日(月)
　　　11:00～11:30、 15:00～15:30
定員　各40人程度

日時　9月16日・23日(月)
　　　11:00～11:30、 15:00～15:30
定員　各40人程度

開館時間　10:00～17:00
入館料　1歳～小学生　200円
　　　　1歳未満の子ども、 子どもに同伴の保護者は無料
パスポート　半年…1,200円、 年間…2,000円

《会場･詳細》生涯学習センター｢きらん」
               キッズパーク ☎83-7752

《会場･詳細》生涯学習センター｢きらん」
               キッズパーク ☎83-7752

《会場･詳細》生涯学習センター｢きらん」
               キッズパーク ☎83-7752

日時　9月16日・23日(月)
　　　11:00～11:30、 15:00～15:30
定員　各40人程度

開館時間　10:00～17:00
入館料　1歳～小学生　200円
　　　　1歳未満の子ども、 子どもに同伴の保護者は無料
パスポート　半年…1,200円、 年間…2,000円

《会場･詳細》生涯学習センター｢きらん」
               キッズパーク ☎83-7752

 ～ボールプールで宝探しの巻～

◎カニレース大会
(荒天中止)

　魚の形をした発砲スチロール
に好きな色を塗ります。
対象　小学生
時間　13:30～15:00 (13:00から受け付け)
定員　先着30人

時間　10:00～16:00
　小学生以下の子どもに、 風船アートをプレゼントします。
※無くなり次第終了。

◎お魚の塗り絵

◎風船家ノリさんの
  バルーンアート

(荒天中止)

無料

無料

無料

　優勝者には景品をプレゼント。　優勝者には景品をプレゼント。

　　　(12:30から受け付け)　　　(12:30から受け付け)

水族館であそぼ！水族館であそぼ！

　魚の形をした発砲スチロール

入館料　　　　　　　　　　　　　　　　　
大人400円、 高校生200円、 中学生以下は無料
入館料　　　　　　　　　　　　　　　　　
大人400円、 高校生200円、 中学生以下は無料

日22 月

日

23

　水なれ・水遊び・けのびから始めて、 クロールを目標に行います。
対象　平成25年4月2日から平成27年4月1日までに生まれた子ども

日時　月・水・木・金曜日
         （1人1教室まで）15:00～16:00
定員　各15人(定員超えは抽選)
料金　月額3,000円
         （別途、 保険料800円が必要）
申込方法　9月1日から22日まで、 入江
運動公園温水プール、 体育館に備え付
けの申込書で、 ファクスまたは直接

日時　木曜日　15:00～16:00
定員　15人(定員超えは抽選)
料金　月額3,000円

申込方法　9月1日から17日まで、
げんき館ペトトルに備え付けの
申込書で直接

プールキッズ（後期：10月～令和２年3月）

入江温水プールスポーツ教室

《会場・詳細》入江運動公園温水プール
　　　　　　☎・   22-2466

ペトトル分校

《会場・詳細》げんき館ペトトル 
 　　 ☎59-3443

《詳細》水族館 ☎27-1638《詳細》水族館 ☎27-1638

（ （入館料を含む。
別途、保険料800円が必要

《会場・詳細》青少年科学館 ☎22-1058

入館料  大人400円、65歳以上250円、
            高校生200円、中学生以下は無料

各イベント参加は
無料ですが、館内
見学とプラネタリ
ウムは有料
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キッズ・
ジュニアの

　現代の子育てについて、参加者の皆さんと一緒に考えます。
子ども連れでも参加できます。
日時　9月7日(土) 10:00～11:00
定員　先着15人
料金　500円(飲み物、 お菓子付き)
申込方法　9月6日まで、 電話で

　整理収納教育士認定講師から、 整理収納の具体
的なスキルなどを親子で学ぶワークショップです。
対象　4才から小学生までの子どもと親
日時　9月21日(土) 11:00～12:00
定員　先着8組　　申込方法　9月2日から、 電話または直接

《会場・詳細》サンライフ室蘭 ☎55-3040

　｢寝つきが良くなる｣｢免疫力が付く｣といわれているベビー
マッサージで、 親子のスキンシップを深めましょう。
対象　生後2カ月以上の赤ちゃんとママ
日時　9月20日(金) 13:00～15:00
定員　先着10組　　料金　2,000円
申込方法　9月1日から19日まで、 電話で

ベビーマッサージ講座

ヒップホップジャズダンス
　フロアストレッチからリズム取り、 簡単なダンスを体験し
ます。
対象　4歳～小学生
日時　9月25日(水)  18:30～19:15
定員　先着15人　　料金　500円
申込方法　9月1日から24日まで、 電話で

講座や教室に参加して、子育てについて勉強してみませんか

　同じくらいの月齢や年齢の子ども
が一緒に遊んだり、お母さん同士で
交流しながら、子育ての悩みも相談
できます。※再参加はできません。

対象　平成30年11月～平成31年4月に生まれた赤ちゃんと親
日時　10月29日、 11月5日・12日 (火曜日、 全3回、 管理栄
　　　養士の講話と離乳食の試食もあります) 
　　　13:30～15:00
定員　先着20組
申込方法　9月24日から、 電話または直接

親子
講座
０歳児  ひよこクラブ

無料無料無料無料

無料無料無料無料

無料無料無料無料

対象　平成28年12月～平成29年7月に生まれた子どもと親
日時　10月2日・9日・16日 (水曜日、全3回、家庭児童相談員
　　　の講話もあります) 10:00～11:30
定員　先着20組　申込方法　9月4日から、電話または直接

２歳児  ちびっこクラブ

《会場･詳細》子育て世代包括支援センター「ここらん」
　　　　　　☎45-2022

《会場･詳細》子育て世代包括支援センター「ここらん」
　　　　　　☎45-2022

《詳細》健康推進課 ☎45-6610

講講 座座

　子育て応援団が講師の講座です。ママもお子さんも、ヨガ
とダンスで体をすっきりさせて、 心もほっこりさせましょう。
対象　生後3カ月～就学前の子どもと親・保護者
日時　10月1日(火) 10:00～11:15　　定員　先着20組
申込方法　9月3日9時から、 電話または直接

　子どもと離れて、 子育てに感じる戸惑いや不安を一緒に
語り合い、 自分にあった子育ての仕方を学びます。 当日は、
無料で託児を受けます。
対象　2～3歳ころの子どもがいる母親
　　　(原則、 全日程に参加できる人)
日時　10月11日・18日・25日(金)、 
         11月１日(金)・7日(木)・15日(金)(全6回) 9：45～11：45
会場　保健センター3階
定員　20人（定員超えは抽選）
申込方法　9月27日まで、 電話で

親子でYoga＆ダンス

らく育講座

リフレッシュ
講座

リフレッシュ
講座

(幼児親支援講座NPプログラム)
Nobodỳ s Perfect～完璧な親なんていない～　

無料無料無料無料

　赤ちゃんの人形を使ったもく浴実習や、 パパの妊婦さん
体験を行います。子どもの事故予防などのお話もあります。
対象　16週以降の妊婦、 パパ、 夫婦
日時　9月26日(木) 18:30～20:30
会場　保健センター3階　　定員　先着30人
申込方法　9月2日から、 電話で

ママとパパのマタニティ講座

《詳細》健康推進課 ☎45-6610

無料無料無料無料親子DE整理収納講座

《会場･詳細》生涯学習センター｢きらん｣ブックパーク
　　　　　　☎83-7753

～遊びながらお片付けを学ぼう～

子育て応援
今だからこそ知ってほしい子育てのこと

《会場･詳細》市民活動センター ☎83-7751

赤ちゃんと
ママのための
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　当日会員になり、鑑賞ができます。
対象　幼児～高校生と親
日時　9月9日(月) 19:00
会場　市民会館
料金　1人2,200円（入会金200円、会
費月額1,000円×2カ月分)
詳細　室蘭子ども劇場 ☎43-3790

日時　9月12日・26日(木) 
　　　10:30～11:00
会場　イオン室蘭店
詳細　おはなしやさん･吉田 ☎43-5912

・運動と発達をフォローする幼児体操
対象　1～3歳の子どもと保護者
時間　10:00～11:30
会場　道営住宅「であえーる」集会所
料金　月額2,500円(体験は1,000円)

・楽しいゲームで身体作り
・靴の交換時期のアドバイス
対象　4～8歳の子どもと保護者
時間　15:45～17:30
会場　保健センター体育館
料金　月額1,500円(初回は無料)

日程　9月13日・27日(金)
申込方法　各前日まで、ファクスまた
はメールで
詳細　Assi-st･米丸 ☎080-5436-0230
　0142-23-4900
　 iyashino-otete@mbr.nifty.com

対象　生後3カ月以上の赤ちゃんとママ
日時　9月24日(火) 10:30～12:30
会場　胆振地方男女平等参画センター
　　　(ミンクール)
料金　2,000円
申込方法　9月23日まで、メールで
詳細　Present･齋藤 ☎090-5981-5049
　babymassage.present@gmail.com

対象　子どもと親
日時　9月4日・11日・25日(水)
　　　10:30～12:00
会場　生涯学習センター「きらん」
料金　各800円
申込方法　各前日まで、電話で
詳細　同サークル･加藤
　　　☎090-7655-0300

日時　9月5日・12日・19日・26日(木) 
　　　14:30～16:00
会場　自宅（白鳥台2-40-12）
詳細　同文庫･安藤 ☎090-9517-6955

対象　生後2カ月以上の赤ちゃんとママ
日時　9月11日・25日(水) 
　　　12:30～13:30
会場　道営住宅「であえーる」集会所
定員　各先着8組程度　　
料金　各800円
申込方法　各前日まで、メールで
詳細　林 ☎090-6997-2185
　miho06180618@icloud.com

詳細　おもちゃの病院「中島」・水木
　　　☎46-7550

対象　子育て中の保護者
　　　(子ども同伴の参加も可)
日時　9月10日(火) 10:00～11:30
会場　生涯学習センター「きらん」
料金　500円(同伴の子どもは無料)
申込方法　9月9日まで、電話または
メールで
詳細　The birds and bees 思春期活
動推進会・髙村 ☎090-1302-5116
　bird.bees2010@gmail.com

　『七羽のからす』のお話やパネルシ
アター『まりーちゃんのひつじ』など
を行います。
日時　9月1日(日) 　9:30～10:00
会場　日本キリスト教会室蘭教会
　　　(幸町5-16)
詳細　同教会 ☎22-6086

・民生・児童委員が中心となって開設
● 八丁平子育てサロン(親子遊びと昼食)
対象　市内の就学前の子どもと親
日時　9月10日(火) 10:00～12:00
会場　八丁平第一町会会館
　　　(八丁平3-33-1)
料金　1組100円(昼食代)
詳細　同サロン・中川 ☎46-2213
● 寿町子育てサロン
対象　原則、日の出町・寿町・東町の
就学前の子どもと親（対象外地域から
の参加は要相談）
・水族館であそぼう
日時　9月10日(火) 10:00～11:45
会場　水族館
申込方法　9月9日まで、電話で
・親子遊び
日時　9月24日(火)　10:00～11:45
会場　寿町会館（寿町1-18-6）
詳細　同サロン・斉藤 ☎46-2134

子育て応援団のお知らせ

FAX

舞台観賞例会 人形劇団ポポロ
『ばけものづかい』

おはなしやさん
絵本の読み聞かせ 無料

親子はぐくみ教室 あしまる

足育運動遊び あしまるKids

ベビーマッサージ

（児童書の貸し出し）たんぽぽ文庫 無料

無料

Yogaサークル
DOLPHINママ＆キッズ

ベビーマッサージNico

おもちゃの修理（部品により有料）

9月22日(日)
10:00～16:00

9月8日(日)
11:00～16:00

ふれあいサロン
ほっとな～る(中島町)

会　　場

青少年科学館

日　時

子育てのわ～輪と和～

みくにっ子文庫 おはなし会 無料

子育てサロン 親子のふれあいや
交流の場

子育て応援団に入りました
（7月31日現在）

《詳細》子育て支援課 ☎50-5101

　子育て応援の取り組みを継続し
て行う、市民・団体・会社などが
登録できます。
　まち全体で子育てを
応援しましょう。

•手作り雑貨58

子育て応援団に入りませんか

ＨＵＧを通して災害に備えよう
避難所運営ゲーム




