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図 書 館

図 書 館

図 書 館

図 書 館

らんらん

らんらん

健康推進

健康推進

…子どもの健診

2㈬ おはなし会
10:30　図書館本館

2㈬
4㈮

3歳児健診 (平成28年9月生まれの子ども)
12:30　保健センター

　3㈭
23㈬

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

4㈮
コープ子育て支援基金 えほんわくわくキャラバン
(就学前の子どもと親。読み聞かせやダンスなど)
10:30　子育て世代包括支援センター「ここらん」

5㈯
おはなし会
10:30　図書館本輪西分室

6㈰
サンデーパパ おとうさん、あそぼ！
(1歳～就学前の子どもとパパ)
10:00　子育て支援センターらんらん（常盤保育所内）

7㈪
8㈫
9㈬

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）

9㈬

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

　9㈬
26㈯

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)
16:00　生涯学習センター「きらん」キッズパーク

12㈯ 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

15㈫
17㈭

１歳６カ月児健診(平成30年2月生まれの子ども)
12:30　保健センター

16㈬
17㈭

おはなし会
11:30　図書館輪西分室

16㈬
27㈰

作ってあそぼっ！「飛び出すおばけ」
(小学生までの子どもと保護者、 先着10組程度)
16:00　生涯学習センター「きらん」キッズパーク

20㈰ 英語のおはなし会
11:15　図書館本館

21㈪

10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㈮

10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」

27㈰
アップルおはなし会
（英語の絵本の読み聞かせと歌。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

28㈪
29㈫
30㈬

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」

健康推進

健康推進

日 行　　　　事 詳  細

健康推進課 ☎45-6610 　　　　図書館本館 ☎22-1658
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
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

《詳細》
健康推進

ここらん

らんらん

きらんＫ

きらんB

図 書 館

10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。

きらんK

きらんK

きらんB

ここらん

ここらん

ここらん

きらんB

らんらん当日
直接
当日
直接

日時　10月16日(水) 10:30～11:30　定員　先着3組程度
申込方法　10月1日から9日まで、 電話で

らんらんのルームであそぼう

子育て世代包括支援センター

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

10/30 10:00～13:00水

時間　11:00～12:00　　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

　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。

「ここらん」

10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
も行います。

妊娠・授乳期の栄養 (管理栄養士のお話)

時間　12:00～13:00　　定員　先着30人
申込方法　10月1日から、 電話で

　アサリのカレーや黒米ごはん、 にんじんサラ
ダなどのランチ会です。 アレルギーのある人は、
弁当持参の参加もできます。

プレママ、 新米ママのための

対　　象ルーム 開放日時

月・火・水・金曜日
9:30～11:30

～絵本とともだちに～赤ちゃんライブラリー
　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。

《会場･詳細》図書館 ☎22-1658
月末図書整理による
休館日…10月31日(木) 

当日
直接
当日
直接

無料無料

当日
直接
当日
直接無料無料

無料無料

《詳細》子育て支援センターらんらん(常盤保育所内) ☎25-6002

予約予約

対象　1歳3カ月～就学前の子ども
日時　2日(水)･4日(金)･15日(火)･17日(木) 12:15～13:15
　　　31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

おはなし会

白鳥台ショッピング
センターハック内（ （

協力:たんぽぽ文庫

対象　幼児～小学生　 会場　白鳥台えほん図書館
日時　10月19日(土)
　　　10:30～11:00

10/27●～11/9● 読書週間日 土

たんぽぽ文庫

　白鳥台えほん図書館

間間
たんぽぽ文庫

　白鳥台えほん図書館

おかえり、栞の場所で
待ってるよ

おかえり、栞の場所で
待ってるよ

標語標語

ミニ講座

ママレストラン

13

無料無料

無料無料無料無料無料無料 当日
直接
当日
直接
当日
直接
当日
直接
当日
直接
当日
直接

　ストロー弓矢を作り、 競技を行います。就学前の子どもは、
保護者同伴で参加してください。
対象　幼児～中学生
定員　各先着15人

《会場・詳細》青少年科学館 ☎22-1058

「体験の風をおこそう」推進月間事業
子ども体験遊びリンピック

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

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
有料です。

●電気を作って走る！
　レーシングカーを作ろう

ロボットアリーナ
体験教室

　電気の働きを学びながら、
レーシングカーを作ります。
対象　小学1～3年生　　
時間　10:30～12:00
定員　10人（定員超えは抽選）

●オリジナルパソコン
　ゲームを作ろう！ 
　ＲＰＧ編
　ゲームプログラミングを学び、
楽しみながらゲームを作成します。
対象　小学4～6年生　　
時間　14:00～16:00
定員　10人（定員超えは抽選）

申込方法　10月10日まで、 住所・氏名・学校名・学年・
　　　　　電話番号・希望する教室名を記入し、 ファ
　　　　　クス、 ホームページ、 郵送または直接

《会場・詳細》室蘭工業大学ロボットアリーナ
　　　　　　☎・　46-5337FAX

　　050-8585 水元町27-1

土2610/

無料無料

作成した
プログラムは、CD-R
に保存して持ち帰る
ことができるよ！

完成した
作品は、

持ち帰ることが
できるよ！

　仮装をして、おはなし会を
楽しみます。 仮装グッズも用
意しています。
対象　3歳以上の子ども
日時　10月26日(土)
　　　11:00～11:40
定員　先着40人

ハロウィン
仮装おはなし会

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

　エアトラックを使って、
ミニゲームを行います。
対象　3歳以下の子ども
と保護者
日時　10月24日(木)
　　　　　25日(金)
　　　10:30～11:30
定員　各先着20組

ハロウィン
`̀ミニ́ イ́ベント

　場内のお題をクリアする
ゲームを行います。
対象　小学生以下の子ども
と保護者
日時　10月30日(水)
　　　　　31日(木) 
　　　10:00～16:45
定員　各先着50組

魔女からの
挑戦状 

　ハロウィン仕様のフォト
スポットで、 みんなで写真
を撮ろう。
対象　小学生以下の子ども
と保護者
日時　10月中旬～
　　　31日(木)
　　　10:00～16:45

ハロウィン
フォトスポット

利用時間　10:00～17:00　　パスポート　半年…1,200円、 年間…2,000円
入場料　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

日時　10月12日(土) 14:00
　　　　　13日(日) 11:30、14:00

　13日・14日の2日間、 小学生以下の各先着100人に記念品
を進呈します。また、 10時からは、 風船家ノリさんの風船アー
ト (無くなり次第終了) がもらえます。

対象　有料入館者 (年間パスポート所有者を含む) 
日時　10月13日(日)・14日(月)　13:30～
会場　事務所前芝生（雨天時は休憩室）
定員　各10人（定員超えは抽選）
申込方法　当日9:30から13:00まで、 正門で抽選券を配布
入館料　大人 400円、 高校生200円、 
　　　　中学生以下は無料

《詳細》水族館 ☎27-1638

鮭と海産物の棒引き大会
今季は

10月14日で
営業を終了
するよ

水族館であそぼ！水族館であそぼ！閉館感謝企画閉館感謝企画

無料無料

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

図 書 館

図 書 館

図 書 館

らんらん

らんらん

健康推進

健康推進

…子どもの健診

健康推進

健康推進

日 行　　　　事 詳  細

健康推進課 ☎45-6610 　　　　図書館本館 ☎22-1658
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
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

《詳細》
健康推進

ここらん

らんらん

きらんＫ

きらんB

図 書 館

10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。

きらんK

きらんK

きらんB

ここらん

ここらん

ここらん

きらんB

らんらん当日
直接
当日
直接

日時　10月16日(水) 10:30～11:30　定員　先着3組程度
申込方法　10月1日から9日まで、 電話で

らんらんのルームであそぼう

子育て世代包括支援センター

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

10/30 10:00～13:00水

時間　11:00～12:00　　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

　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。

「ここらん」

10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
も行います。

妊娠・授乳期の栄養 (管理栄養士のお話)

時間　12:00～13:00　　定員　先着30人
申込方法　10月1日から、 電話で

　アサリのカレーや黒米ごはん、 にんじんサラ
ダなどのランチ会です。 アレルギーのある人は、
弁当持参の参加もできます。

プレママ、 新米ママのための

対　　象ルーム 開放日時

月・火・水・金曜日
9:30～11:30

～絵本とともだちに～赤ちゃんライブラリー
　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。

《会場･詳細》図書館 ☎22-1658
月末図書整理による
休館日…10月31日(木) 

当日
直接
当日
直接

無料無料

当日
直接
当日
直接無料無料

無料無料

《詳細》子育て支援センターらんらん(常盤保育所内) ☎25-6002

予約予約

対象　1歳3カ月～就学前の子ども
日時　2日(水)･4日(金)･15日(火)･17日(木) 12:15～13:15
　　　31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

おはなし会

白鳥台ショッピング
センターハック内（ （

協力:たんぽぽ文庫

対象　幼児～小学生　 会場　白鳥台えほん図書館
日時　10月19日(土)
　　　10:30～11:00

10/27●～11/9● 読書週間日 土
おかえり、栞の場所で

待ってるよ
おかえり、栞の場所で

待ってるよ

標語標語

ミニ講座

ママレストラン

広報むろらん 2019年10月13

無料無料

無料無料無料無料無料無料 当日
直接
当日
直接
当日
直接
当日
直接
当日
直接
当日
直接

　ストロー弓矢を作り、 競技を行います。就学前の子どもは、
保護者同伴で参加してください。
対象　幼児～中学生
定員　各先着15人

《会場・詳細》青少年科学館 ☎22-1058

「体験の風をおこそう」推進月間事業
子ども体験遊びリンピック

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

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
有料です。

●電気を作って走る！
　レーシングカーを作ろう

ロボットアリーナ
体験教室

　電気の働きを学びながら、
レーシングカーを作ります。
対象　小学1～3年生　　
時間　10:30～12:00
定員　10人（定員超えは抽選）

●オリジナルパソコン
　ゲームを作ろう！ 
　ＲＰＧ編
　ゲームプログラミングを学び、
楽しみながらゲームを作成します。
対象　小学4～6年生　　
時間　14:00～16:00
定員　10人（定員超えは抽選）

申込方法　10月10日まで、 住所・氏名・学校名・学年・
　　　　　電話番号・希望する教室名を記入し、 ファ
　　　　　クス、 ホームページ、 郵送または直接

《会場・詳細》室蘭工業大学ロボットアリーナ
　　　　　　☎・　46-5337FAX

　　050-8585 水元町27-1

土2610/

無料無料

作成した
プログラムは、CD-R
に保存して持ち帰る
ことができるよ！

完成した
作品は、

持ち帰ることが
できるよ！

　仮装をして、おはなし会を
楽しみます。 仮装グッズも用
意しています。
対象　3歳以上の子ども
日時　10月26日(土)
　　　11:00～11:40
定員　先着40人

ハロウィン
仮装おはなし会

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

　エアトラックを使って、
ミニゲームを行います。
対象　3歳以下の子ども
と保護者
日時　10月24日(木)
　　　　　25日(金)
　　　10:30～11:30
定員　各先着20組

ハロウィン
`̀ミニ́ イ́ベント

　場内のお題をクリアする
ゲームを行います。
対象　小学生以下の子ども
と保護者
日時　10月30日(水)
　　　　　31日(木) 
　　　10:00～16:45
定員　各先着50組

魔女からの
挑戦状 

　ハロウィン仕様のフォト
スポットで、 みんなで写真
を撮ろう。
対象　小学生以下の子ども
と保護者
日時　10月中旬～
　　　31日(木)
　　　10:00～16:45

ハロウィン
フォトスポット

利用時間　10:00～17:00　　パスポート　半年…1,200円、 年間…2,000円
入場料　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

日時　10月12日(土) 14:00
　　　　　13日(日) 11:30、14:00

　13日・14日の2日間、 小学生以下の各先着100人に記念品
を進呈します。また、 10時からは、 風船家ノリさんの風船アー
ト (無くなり次第終了) がもらえます。

対象　有料入館者 (年間パスポート所有者を含む) 
日時　10月13日(日)・14日(月)　13:30～
会場　事務所前芝生（雨天時は休憩室）
定員　各10人（定員超えは抽選）
申込方法　当日9:30から13:00まで、 正門で抽選券を配布
入館料　大人 400円、 高校生200円、 
　　　　中学生以下は無料

《詳細》水族館 ☎27-1638

鮭と海産物の棒引き大会
今季は

10月14日で
営業を終了
するよ

水族館であそぼ！水族館であそぼ！閉館感謝企画閉館感謝企画

無料無料

《会場･詳細》生涯学習センター｢きらん」キッズパーク ☎83-7752
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未婚の児童扶養手当受給者に対する
給付金について

《詳細》子育て支援課 ☎25-2494
　　　　051-8511 幸町1-2

《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てみませんか。
対象　生後2カ月以上の赤ちゃんとママ
日時　10月18日(金)　13:00～15:00
定員　先着10組　　 料金　2,000円
申込方法　10月1日から17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

子育て
なんでも相談会

　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　10月30日(水)  18:30～19:15
定員　先着15人　　 料金　500円
申込方法　10月1日から29日まで、 電話で

赤ちゃんと
ママのための

キッズ・
ジュニアの

りにゅう食教室

《詳細》健康推進課 ☎45-6610

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

講講 座座

親子講座

《会場･詳細》子育て支援センターらんらん(常盤保育所内)
　　　　　　☎25-6002

1歳児いちごクラブ●

　子育て応援団が講師の講座です。
　ハンドトリートメントまたは首肩トリートメント
を行います。 
　当日は、 無料で託児も受けます(要予約)。
対象　子育て中の親　　日時　11月8日(金) 10:00～11:20
定員　先着16人　　　 料金　300円
申込方法　10月17日9時から、 電話または直接

ママのためのリラックスタイム

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

無料無料

無料無料

　これから赤ちゃんに離乳食を始める人や初期・中期食を始め
ている人が対象です。 簡単なメニューと作り方を紹介します。
　栄養士・保健師による子育て相談も受け付けています。
日時　10月7日(月) 13：30～15：00 
会場　保健センター 3階
申込方法　10月4日まで、 電話で 　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。 保健師へ
の質問コーナーもあります。※再参加はできません。
対象　平成29年12月～平成30年6月に生まれた子どもと親
日時　11月8日・15日・22日(金曜日、 全3回）10:00～11:30
定員　先着10組
申込方法　10月11日から、 電話または直接

リフレッシュ
講座

　管理栄養士、 保健師、家庭児童

相談員などの専門スタッフが、

お子さんの「気になること」に

お答えします。

　託児も無料で受けます。

無料無料

《会場・詳細》
子育て世代包括支援センター 「ここらん」

☎45-2022

対象　児童扶養手当の支給を受けている児童の父または母で、 令和元年
　　　10月31日時点で法律婚をしたことがない人
　　　※10月31日時点で事実婚をしている人を除く。
受付期間　令和2年1月31日(金)まで　　受付時間　8:45～17:15
受付方法　子育て支援課（市役所本庁舎１階）に、 直接または郵送

対象　子育てに関わる相談のある保護者

申込方法　当日会場で

13:00～15:00

10/16 水

　児童扶養手当の現況届に、 未婚の児童扶養手当受給者に対する「臨時・
特別給付金の申請書」と「ご案内」を同封しています。 すでに申請書の
受付を開始していますので、 対象となる人は期間内に提出してください。
　申請書の提出がない場合は、 給付金の支給を受けることができません
ので、 ご注意ください。
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　『ながぐつをはいた猫』のお話や
パネルシアター『コンコンコンコン
くしゃん』などを行います。
日時　10月13日(日)　 9:30～10:00
会場　日本キリスト教会室蘭教会
　　　(幸町5-16)
　　　同教会 ☎22-6086

日時　10月10日・24日(木) 
　　　10:30～11:00
会場　イオン室蘭店
　　　おはなしやさん・吉田 ☎43-5912

　完璧に踊れなくても、よさこいチー
ム｀`室蘭百花繚蘭́ の́メンバーが、優
しく教えてくれます。
対象　小学生以下の子どもと親
日時　12月8日(日) 9:30～11:30
会場　生涯学習センター「きらん」
定員　先着90人程度

　　　teamラジっ娘♡・三影
　　　☎090-6267-1017

対象　子育て中の保護者
　　　(子ども同伴の参加も可)
日時　10月22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　10月21日まで、
電話またはメールで
　　　The birds and bees 思春期活
動推進会・髙村 ☎090-1302-5116
　bird.bees2010@gmail.com

対象　生後3カ月以上の赤ちゃんと親
日時　10月22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　10月21日まで、メールで
　　　Present･齋藤 ☎090-5981-5049
　babymassage.present@gmail.com

　　　おもちゃの病院「中島」・水木
　　　☎46-7550

日時　毎週木曜日　14:30～16:00
会場　自宅（白鳥台2-40-12）
　　　同文庫・安藤 ☎090-9517-6955

対象　子どもと親
日時　10月9日･16日･23日･30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
　　　同サークル･加藤 ☎090-7655-0300

－民生・児童委員が中心となり開設－
● 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　10月8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）
　　　同サロン・中川 ☎46-2213
● 寿町子育てサロン(親子遊び) 

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）
日時　10月8日(火) 10:00～11:45
会場　寿町会館（寿町1-18-6）
　　　同サロン・斉藤 ☎46-2134

ベビーマッサージ

みくにっ子文庫おはなし会 無料

無料

子育てのわ～輪と和～

子育てサロン 親子のふれあいや
交流の場

無料

おはなしやさん
絵本の読み聞かせ

親子でYＯＳＡＫＯI体験会in室蘭

申込方法　11月15日まで、申込フォー
ム(https://ws.formzu.net/fgen/S67
274496)で

子育て応援団のお知らせ
ネット＆ゲーム依存を知ろう

ミニ講座
（児童書の貸し出し）
たんぽぽ文庫 無料

Yogaサークル
DOLPHINママ＆キッズ

おもちゃの修理（部品により有料）

10月20日(日)
10:00～16:00

10月13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
「ととけっこう」(わらべ歌あそび)料金　2歳以下無料、3歳～小学生300

　　　円（お土産付き）、親500円

（ ）

《詳細》
学校教育課
☎22-5055　令和2年4月から小学校に入学する児童を対象に、 就学時健康

診断を行います。 対象者には、 9月下旬に案内を送っています。

対象　平成25年4月2日～平成26年4月1日に生まれた子ども
受付時間　12:30～

小学校就学時の健康診断を行います

海陽・白蘭小学校…12:00～
地球岬小学校………13:00～

知利別小学校
旭ヶ丘小学校
高砂小学校
水元小学校
蘭北小学校
海陽小学校

10月23日（水）
10月24日（木）
10月29日（火）
10月30日（水）
11月  6日（水）
11月  7日（木）

会　場 実施日
天沢小学校
白蘭小学校
八丁平小学校
みなと小学校
地球岬小学校
大沢小学校

11月12日（火）
11月13日（水）
11月14日（木）
11月18日（月）
11月21日（木）
11月27日（水）

会　場 実施日

　室蘭市私立幼稚園協会に加盟してい
る11幼稚園で、令和2年度の新入園児
を募集します。詳細は、お問い合わせ
ください。

令和２年度
新入園児の募集

　

願書の配布
10月15日から
各幼稚園で
入園受付　11月1日から

《詳細》
室蘭市私立幼稚園協会事務局(文化学
園大学附属幼稚園内) ☎44-0566
同協会経営振興部(室蘭中島幼稚園内) 
　　　　　　　　　　☎44-1870
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未婚の児童扶養手当受給者に対する
給付金について

《詳細》子育て支援課 ☎25-2494
　　　　051-8511 幸町1-2

《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てみませんか。
対象　生後2カ月以上の赤ちゃんとママ
日時　10月18日(金)　13:00～15:00
定員　先着10組　　 料金　2,000円
申込方法　10月1日から17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

子育て
なんでも相談会

　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　10月30日(水)  18:30～19:15
定員　先着15人　　 料金　500円
申込方法　10月1日から29日まで、 電話で

赤ちゃんと
ママのための

キッズ・
ジュニアの

りにゅう食教室

《詳細》健康推進課 ☎45-6610

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

講 座

親子講座

《会場･詳細》子育て支援センターらんらん(常盤保育所内)
　　　　　　☎25-6002

1歳児いちごクラブ●

　子育て応援団が講師の講座です。
　ハンドトリートメントまたは首肩トリートメント
を行います。 
　当日は、 無料で託児も受けます(要予約)。
対象　子育て中の親　　日時　11月8日(金) 10:00～11:20
定員　先着16人　　　 料金　300円
申込方法　10月17日9時から、 電話または直接

ママのためのリラックスタイム

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

無料無料

無料無料

　これから赤ちゃんに離乳食を始める人や初期・中期食を始め
ている人が対象です。 簡単なメニューと作り方を紹介します。
　栄養士・保健師による子育て相談も受け付けています。
日時　10月7日(月) 13：30～15：00 
会場　保健センター 3階
申込方法　10月4日まで、 電話で 　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。 保健師へ
の質問コーナーもあります。※再参加はできません。
対象　平成29年12月～平成30年6月に生まれた子どもと親
日時　11月8日・15日・22日(金曜日、 全3回）10:00～11:30
定員　先着10組
申込方法　10月11日から、 電話または直接

リフレッシュ
講座

　管理栄養士、 保健師、家庭児童

相談員などの専門スタッフが、

お子さんの「気になること」に

お答えします。

　託児も無料で受けます。

無料無料

《会場・詳細》
子育て世代包括支援センター 「ここらん」

☎45-2022

対象　児童扶養手当の支給を受けている児童の父または母で、 令和元年
　　　10月31日時点で法律婚をしたことがない人
　　　※10月31日時点で事実婚をしている人を除く。
受付期間　令和2年1月31日(金)まで　　受付時間　8:45～17:15
受付方法　子育て支援課（市役所本庁舎１階）に、 直接または郵送

対象　子育てに関わる相談のある保護者

申込方法　当日会場で

13:00～15:00

10/16 水

　児童扶養手当の現況届に、 未婚の児童扶養手当受給者に対する「臨時・
特別給付金の申請書」と「ご案内」を同封しています。 すでに申請書の
受付を開始していますので、 対象となる人は期間内に提出してください。
　申請書の提出がない場合は、 給付金の支給を受けることができません
ので、 ご注意ください。
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　『ながぐつをはいた猫』のお話や
パネルシアター『コンコンコンコン
くしゃん』などを行います。
日時　10月13日(日)　 9:30～10:00
会場　日本キリスト教会室蘭教会
　　　(幸町5-16)
　　　同教会 ☎22-6086

日時　10月10日・24日(木) 
　　　10:30～11:00
会場　イオン室蘭店
　　　おはなしやさん・吉田 ☎43-5912

　完璧に踊れなくても、よさこいチー
ム｀`室蘭百花繚蘭́ の́メンバーが、優
しく教えてくれます。
対象　小学生以下の子どもと親
日時　12月8日(日) 9:30～11:30
会場　生涯学習センター「きらん」
定員　先着90人程度

　　　teamラジっ娘♡・三影
　　　☎090-6267-1017

対象　子育て中の保護者
　　　(子ども同伴の参加も可)
日時　10月22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　10月21日まで、
電話またはメールで
　　　The birds and bees 思春期活
動推進会・髙村 ☎090-1302-5116
　bird.bees2010@gmail.com

対象　生後3カ月以上の赤ちゃんと親
日時　10月22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　10月21日まで、メールで
　　　Present･齋藤 ☎090-5981-5049
　babymassage.present@gmail.com

　　　おもちゃの病院「中島」・水木
　　　☎46-7550

日時　毎週木曜日　14:30～16:00
会場　自宅（白鳥台2-40-12）
　　　同文庫・安藤 ☎090-9517-6955

対象　子どもと親
日時　10月9日･16日･23日･30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
　　　同サークル･加藤 ☎090-7655-0300

－民生・児童委員が中心となり開設－
● 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　10月8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）
　　　同サロン・中川 ☎46-2213
● 寿町子育てサロン(親子遊び) 

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）
日時　10月8日(火) 10:00～11:45
会場　寿町会館（寿町1-18-6）
　　　同サロン・斉藤 ☎46-2134

ベビーマッサージ

みくにっ子文庫おはなし会 無料

無料

子育てのわ～輪と和～

　　　同教会 ☎22-6086

　　　

　　　teamラジっ娘♡・三影

子育てサロン 親子のふれあいや
交流の場

無料

おはなしやさん
絵本の読み聞かせ

親子でYＯＳＡＫＯI体験会in室蘭

申込方法　11月15日まで、申込フォー
ム(https://ws.formzu.net/fgen/S67
274496)で

子育て応援団のお知らせ
ネット＆ゲーム依存を知ろう

ミニ講座
（児童書の貸し出し）
たんぽぽ文庫 無料

Yogaサークル
DOLPHINママ＆キッズ

おもちゃの修理（部品により有料）

10月20日(日)
10:00～16:00

10月13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

　　　

　　　

　　　

　　　

　　　

　　　同サロン・中川 ☎46-2213

　　　同サロン・斉藤 ☎46-2134

「ととけっこう」(わらべ歌あそび)料金　2歳以下無料、3歳～小学生300
　　　円（お土産付き）、親500円

（ ）

《詳細》
学校教育課
☎22-5055　令和2年4月から小学校に入学する児童を対象に、 就学時健康

診断を行います。 対象者には、 9月下旬に案内を送っています。

対象　平成25年4月2日～平成26年4月1日に生まれた子ども
受付時間　12:30～

小学校就学時の健康診断を行います

海陽・白蘭小学校…12:00～
地球岬小学校………13:00～

知利別小学校
旭ヶ丘小学校
高砂小学校
水元小学校
蘭北小学校
海陽小学校

10月23日（水）
10月24日（木）
10月29日（火）
10月30日（水）
11月  6日（水）
11月  7日（木）

会　場 実施日
天沢小学校
白蘭小学校
八丁平小学校
みなと小学校
地球岬小学校
大沢小学校

11月12日（火）
11月13日（水）
11月14日（木）
11月18日（月）
11月21日（木）
11月27日（水）

会　場 実施日

　室蘭市私立幼稚園協会に加盟してい
る11幼稚園で、令和2年度の新入園児
を募集します。詳細は、お問い合わせ
ください。

令和２年度
新入園児の募集

　

願書の配布
10月15日から
各幼稚園で
入園受付　11月1日から

《詳細》
室蘭市私立幼稚園協会事務局(文化学
園大学附属幼稚園内) ☎44-0566
同協会経営振興部(室蘭中島幼稚園内) 
　　　　　　　　　　☎44-1870


