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10月の健診・おでかけカレンダー

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》
図 書 館健康推進
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…子どもの健診

日 行　　　　事 詳  細

1㈭
4カ月児健診（個別通知）

(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

2㈮ 3歳児健診(個別通知)
12:30　保健センター

4㈰
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）

5㈪
～7㈬

親子で簡単せいさく　ハロウィン製作
　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）

7㈬

おはなし会
10:30　図書館本館

3歳児健診(個別通知)
12:30　保健センター

おりがみ教室「まじょのぼうし」
（小学生以下の子どもと保護者、 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

10㈯ おはなし会
11:00　生涯学習センター「きらん」ブックパーク

13㈫
～15㈭

おはなし会
11:30　図書館輪西分室

14㈬
作ってあそぼっ！「ハロウィンランタン」
（小学生以下の子どもと保護者、 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

17㈯
おりがみ教室「まじょのぼうし」
（小学生以下の子どもと保護者、 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

18㈰ 英語のおはなし会
11:15　図書館本館

20㈫

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）

１歳６カ月児健診(個別通知)
12:30　保健センター

21㈬
4カ月児健診（個別通知）

(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

22㈭ １歳６カ月児健診(個別通知)
12:30　保健センター

24㈯
作ってあそぼっ！「ハロウィンランタン」
（小学生以下の子どもと保護者、 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

28㈬
～30㈮

親子で楽しむ簡単せいさく(各先着15組程度)
10:00　子育て世代包括支援センター「ここらん」

当日、 直接会場にお越しください。
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開放日　月～金曜日
開放時間　10：00～12：00
　           13：30～15：30

みんなの広場

《詳細》子育て世代包括支援センター「ここらん」 ☎45-2022

「ここらん」

日時　10月15日(木)・16日(金)
　　　10:00～12:00
　　　13:30～15:30

10月生まれの
バースデーフォトコーナー
　撮影用の大きなケーキや、かわいい
小道具を用意しています。カメラなどを
持参してください。
ハーフバースデー（生後6カ月）のコー

ナーも用意しています。

子育て世代包括支援センター

当日
直接
当日
直接

当日
直接
当日
直接

無料無料

　お子さんの身長・体重が計測できるようになりました。
赤ちゃんから測れます。センサー式身長計もあります。

らんらんのルームであそぼう

わくわく
ルーム

満1歳～就学前の
子どもと保護者

対　 象ルーム 開放日時（10月)

０歳児
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

月・火・金曜日、
7日(水)・15日(木)・
22日(木)・29日(木)
9:30～11:30

当日
直接
当日
直接無料無料

《詳細》子育て支援センターらんらん(常盤保育所内) ☎25-6002

当日
直接
当日
直接

《詳細》図書館 ☎22-1658

月末図書整理による
休館日…10月30日(金) 無料無料

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31日(土)
　　　10:30～11:00

10/27●～11/9●読書週間火 月
ラストページまで
駆け抜けて

ラストページまで
駆け抜けて

標語標語

　わらべうた遊びや絵本の読み聞かせなどを行います。
対象　１歳半～３歳の子どもと親
時間 11：00～12：00
会場　図書館本館
定員　先着１０組程度
申込方法　１０月１日から１１月１日まで、 電話で

11/3 うたってあそぼうととけっこう火
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無料無料

ストロー弓矢を作り、 競技を行います。
対象　小学生以下（就学前の子どもは保護者同伴）
日時　10月10日(土) 14:00、 11日(日) 11:30、14:00
定員　各先着6人　 申込方法　当日会場で

《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
子ども体験遊びリンピック

無料無料

対象　小学４～６年生
日時　１０月１８日(日) 10：15～12：00、 13：30～15：15
         （各回１５分前から受け付け）
定員　各先着5人　 申込方法　１０月２日から４日まで、 電話で

コズミックカレッジ
ロケット燃料実験とパタパタ飛行機作り

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

　環境に関する実験教室や体験
ブース、 企業の展示を行います。
環境について楽しく学びましょう。
　アンケートに答えると、 オリジナルボルタがもらえます。
定員　各先着60人　参加方法　１０月13日から30日まで、
科学館受付窓口で配布する整理券を当日持参

室蘭こども環境フェスタ
10:00～11:30
11:40～13:10
13:20～15:10

日111/

《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

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

　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30年12月～令和元年6月に生まれた子どもと親
日時　11月6日・13日・20日 （金曜日、 全3回)
　　　10:00～11:30
定員　先着10組　 申込方法　10月7日から、電話または直接

リフレッシュ講座

　子育て応援団が講師となって、 開催する講座です。グラス
に砂やビー玉などを入れてキャンドルを作ります。託児は、申
し込みが必要です。
対象　子育て中の親
日時　11月12日(木)　10：15～11：30の間の３０分
定員　先着12人　　料金　500円
申込方法　10月14日9時から、 電話または直接

ジェルキャンドルを作ろう！

りにゅう食教室

きらんで　ハロウィンきらんで ハロウィン

《詳細》健康推進課 ☎45-6610

　これから赤ちゃんに離乳食を始める人や、すでに
初期・中期食を始めている人が対象です。初期から
中期食までの進め方と作り方を紹介します。
日時　10月8日(木) 13:30～14:15 
会場　保健センター 3階　　定員　先着15組
申込方法　10月7日まで、 電話で

無料無料

子育てなんでも相談会
管理栄養士、保健師、臨床心理士、家庭児童相談
員、保育士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。
対象　子育てに関わる相談のある保護者
日時　10月7日(水)　13:00～15：00
申込方法　当日会場で

無料無料

無料無料親子講座1歳児いちごクラブ

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

　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～小学生
日時　１０月24日(土) 13：30～14：10　　定員　先着15人
《会場・詳細》生涯学習センター「きらん」ブックパーク ☎83-7753

当日
直接
当日
直接無料無料

ハロウィン仮装おはなし会

対象　小学生までの
子どもと保護者
日時　１０月１日(木)
　　　　 ～３１日(土)
　　　10：00～16：45

ハロウィン
フォトスポットと
壁面製作コーナー

対象　２歳以下の
子どもと保護者
日時　１０月１日(木)
　　　　 ～３１日(土)
　　　10：00～12：00

ハロウィン
寝相
アート

対象　小学生までの
子どもと保護者
日時　１０月30日(金)
　　　　 ３１日(土)
　　　10：00～16：45

ハロウィン
製作
コーナー

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
 《会場・詳細》生涯学習センター「きらん」キッズパーク ☎83-7752

無料無料

室蘭市青少年科学館 ザ・ラストイヤーイベント室蘭市青少年科学館 ザ・ラストイヤーイベント

《詳細》室蘭工業大学総務広報課 ☎46-5016　 46-5032
chiiki@mmm.muroran-it.ac.jp 050-8585水元町27-1
http://www.muroran-it.ac.jp/guidance/r_so/ss_mit.html

《詳細》室蘭工業大学ロボットアリーナ ☎46-5337
　　　 https://www.muroran-it.ac.jp/robot-arena/

無料無料

　掃除機のキットを送付します。ペットボトルを再利用し、
ハサミやセロハンテープなどを使って作成することができ
ます。作り方はホームページに掲載します。
対象　小学生　　送付数　20個（送付数超えは抽選）
申込方法　10月1日11時から10日17時まで、
ホームページで

ペットボトル掃除機！

ロボットアリーナ体験教室ロボットアリーナ体験教室
おうちで作ろう

無料無料室工大サイエンススクール室工大サイエンススクール

　ロボットサッカーエキシビジョンに出場することを想定
したロボット製作のための、オリジナルキットを送付しま
す。ハサミや両面テープを使って作成することができます。
対象 小学5年生～中学生 定員 20人(定員超えは抽選)
申込方法 10月1日から12日17時まで、ホームページ、
または、住所・氏名・性別・学校名・学年・電話番号・イベント名を
記入し、ファクス、メール、郵送または直接

Ｊｒ.ロボットスクール２０２０ サッカーエキシビジョン編
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　３匹の犬が繰り
広げる友情を描い
た舞台です。
対象　小学5年生～高校生
　　　と保護者
日時　10月30日(金) 19:00～20:05
　　 （開場18:40）
会場　室ガス文化センター

　親子で会員になり、舞台鑑賞や遊び
を楽しむ子育ての会です。
対象　高校生以下の子どもと保護者
料金　入会時に1人2,600円
　　　

　　　3歳以下は無料
　　　室蘭子ども劇場 ☎43-3790

　親子遊びやボランティアとのふれあ
い交流を楽しみます。昼食を持参して、
直接お越しください。
対象　就園前の子どもと保護者
日時　毎週火・水・木曜日
　　　10:30～13:00
会場　ワニワニクラブ(ぷらっと。てついち内)
料金　子ども1人 100円
　　　吉田 ☎090-5223-3969

　おはなし『ぬか福こめ福』やパネル
シアター『畑のポルカ』、人形劇『へ
びー之介』を行います。
日時　10月18日(日) 9:30～10:00
会場　日本キリスト教会室蘭教会
　　　(幸町5-15)
　　　同教会 ☎22-6086

　　　おもちゃの病院「中島」・水木
　　　☎46-7550

　ベビーマッサージ教室です。ママた
ちへのヘッドマッサージ付きです。
対象　2カ月以上の赤ちゃんとママ
日時　毎週月曜日 10:00～11:30
会場 ゴチャマーゼ中島(プレアディス中島5階)
定員　各先着4組程度　
料金　1,500円
申込方法　各前日まで、電話で
　　　林 ☎090-6997-2185

入学予定校 実 施 予 定 日

　令和３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月下旬に案内を送付してい
ます。
　新型コロナウイルス感染症の拡大を防止するため、今年度は
保健センターで行います。
対象　平成26年4月2日～平成27年4月1日に生まれた子ども
会場　保健センター４階
受付時間　12:30～(海陽・白蘭小学校は、12：00～）
　　　　　※人数の多い校区では、受付時間を分けています。
　　　　　　詳細は、 案内をご覧ください。

小学校就学時の
健康診断を行います

《詳細》
学校教育課
☎22-5055

１０月２３日(金)…絵鞆町、祝津町、港南町
１１月１３日(金)…上記以外のみなと小学校区
１０月9日(金)…御崎町、御前水町
１１月１２日(木)…新富町、母恋北町、母恋南町
１０月３０日(金)
１０月１３日(火)
１０月２９日(木)…中島町、中島本町、宮の森町
１１月２６日(木)…知利別町（天神小学校の区域
を除く)
１０月１５日(木)…中島本町３丁目の一部(旭ヶ
丘小学校の区域を除く)、八丁平1～3丁目

みなと小学校

１１月５日(木)…八丁平４・５丁目
１０月２１日(水)
１０月１４日(水)

※人数の多い校区は、お住まいの地区で実施予定日を分けています。

　室蘭市私立幼稚園協会に加盟している11幼稚園で、
令和3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3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

　１０月から、 ロタウイルス感染症の予防接種は、 法律
で定められた定期接種となりました。 予防接種を実施
する医療機関で接種を受けましょう。実施医療機関は、
市ホームページをご覧下さい。
対象　令和２年８月１日以降に生まれた子ども

ロタウイルス感染症の
予防接種を受けましょう

ワクチン名
ロタリックス
ロタテック

接種する期間と回数
生後６週から２４週までに２回
生後６週から３２週までに３回

《詳細》健康推進課 ☎45-6610

※予防効果や安全性に差はありません。いずれも生ワク
　チン(弱毒化したウイルス)で、飲むワクチンです。
どちらのワクチンを接種するかは実施医療機関に相談
　してください。

《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

入会金200円、
会費月額1,200円×2カ月分（ （

自宅の一室を開放し、２万
冊以上の絵本や児童書を蔵書、
貸し出しを行っています。お
はなし会や読み聞かせ会も開
催。図書館や小学校でもおは
なし会を行っています。
　　　同文庫幕西分室 ☎050-5375-8784     tetunko.bunko@gmail.com

舞台鑑賞を楽しもう会員募集

舞台鑑賞例会　
劇団ＣＡＮ青芸『君がいるから』

キャンセイゲイ

子育て応援団
のお知らせ

　　　室蘭子ども劇場 ☎43-3790

育児サークルワニワニクラブ

　　　吉田 ☎090-5223-3969

　　　同教会 ☎22-6086

　　　

みくにっ子文庫おはなし会 無料

鉄ン子文庫 無料

おもちゃの修理（部品により有料）

10月18日(日)
11:00～15:00

10月11日(日)
11:00～15:00

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

　　　林 ☎090-6997-2185

　　　おもちゃの病院「中島

ベビーマッサージNico

各分室の開室日時

毎週月曜日　10:00～18:00

※不定期で土曜日も開室。

※住所などの詳細は、お問い合わせください。

幕西分室
(幕西町2-11)
高砂分室
(高砂町1-10-19)

天神分室
(天神町11-3)

水元分室

毎週金曜日　10:00～18:00

毎週木曜日　14:00～16:30
毎週水曜日　15:00～17:00

子育て応援団
に入りました
子育て応援団
に入りました

地球岬小学校

海陽小学校
天神小学校

旭ヶ丘小学校

八丁平小学校

蘭北小学校
白蘭小学校


