
広報むろらん 2020年12月17

12月の健診・おでかけカレンダー

健康推進

健康推進

健康推進

健康推進

健康推進

…子どもの健診

日 行　　　　事 詳  細

2㈬

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

3㈭

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

4㈮ 3歳児健診(個別通知)
12:30　保健センター

6㈰

サンデーパパ　おとうさん、あそぼ！
(満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）

英語のおはなし会
11:15　図書館本館

9㈬
おりがみ教室「クリスマス特別版～何を折るかはお楽しみ♪」
（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

12㈯

おはなし会(先着15人程度)
11:00　生涯学習センター「きらん」ブックパーク

作ってあそぼっ！「クリスマス特別版～何を作るかはお楽しみ♪」
（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

14㈪
15㈫

12月生まれのバースデーフォトコーナー
(生後6カ月のハーフバースデーコーナーもあります)
10:00、13:30　子育て世代包括支援センター「ここらん」

14㈪
～16㈬

親子で簡単せいさく　クリスマス製作
　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）

15㈫
～17㈭

おはなし会
11:30　図書館輪西分室

15㈫
17㈭

１歳６カ月児健診(個別通知)
12:30　保健センター

16㈬
作ってあそぼっ！「クリスマス特別版～何を作るかはお楽しみ♪」
（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

19㈯
おりがみ教室「クリスマス特別版～何を折るかはお楽しみ♪」
（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

21㈪
～23㈬

親子で楽しむ簡単せいさく(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」

22㈫

12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）

23㈬

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

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

当日、 直接会場にお越しください。

きらんK

きらんB

きらんK

きらんK

きらんK

図 書 館

図 書 館

図 書 館

ここらん

らんらん

ここらん

らんらん

らんらん

健康推進課 ☎45-6610 図書館本館 ☎22-1658

　クリスマスツリーと一
緒に写真を撮れます。 衣
装や小物もあります。
対象　小学生以下の子
　　 どもと保護者
日時　12月3日(木)～
　　　25日(金)
　　  10:00～16:45

開放日　月～金曜日(年末年始を除く)
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」
子育て世代包括支援センター

　お子さんの身長・体重を計測できます。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（12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
（31日を除く）
13:30～15:00
月・火・水・金曜日
9:30～11:30

ほかほか
ルーム

満1歳～就学前の
子どもと保護者

19日(土)
9:30～11:30

《詳細》子育て支援センターらんらん(常盤保育所内) ☎25-6002

キッズパークのわくわく
メリークリスマス

《詳細》生涯学習センター「きらん」キッズパーク ☎83-7752

《詳細》図書館 ☎22-1658

月末図書整理による
休館日…12月25日(金) 

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

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

当日
直接
当日
直接

対象 2歳以下の子ども
　　 と保護者
日時 12月9日(水)～
　　　25日(金) 
　　 10:00～13:00

クリスマスねぞうアート

キッズパークに隠れて
いるサンタを探します。
対象　小学生以下の子
　　 どもと保護者
日時 12月9日(水)～
　　　25日(金) 
　　 10:00～16:45

サンタのかくれんぼクリスマスツリー登場

14㈪
15㈫

14㈪
～16㈬

15㈫

月末図書整理による
休館日…12月25日(金) 無料無料無料無料無料無料無料無料無料無料無料無料無料無料無料無料無料無料

当日当日当日当日当日当日当日当日当日当日当日当日当日当日当日当日当日当日当日当日当日当日当日当日
直接直接直接直接直接直接直接直接直接直接直接直接直接直接直接直接直接直接

キッズパークに隠れて
いるサンタを探します。

タのかくれんぼ

無料無料

　お気に入りのぬいぐるみと一緒におはなし会に参加しま
しょう。ぬいぐるみはそのままブックパークにお泊まりして、
26日以降にアルバムと一緒に帰ってきます。
対象　3歳～小学生　　　定員　先着10人
日時　12月19日(土) 11:00～11:40
申込方法　12月1日から、ブックパーク窓口に直接
《会場・詳細》生涯学習センター「きらん」ブックパーク
　　　　　 ☎83-7753

ぬいぐるみおとまり会&おはなし会
withしろくまサンタ
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　ガラスに色をつける方法を学び、
実際にガラスを作ります。
対象　小学生（3年生以下は保護者同伴）
日時　12月20日(日) 10:15～12:00

飛行機キットを送付します。ニッパーや
ラジオペンチを使って作成することができます。
対象　小学3～6年生　　定員　先着10人
申込方法 12月1日から8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、郵送か直接

コントローラーで動く紙筒製のカンチャンロボットを作ります。
対象　小学生（3年生以下は保護者同伴)
日時　12月19日(土)　①10:30～11:30　②13:00～14:00

室蘭工業大学

《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

室蘭工業大学

冬休みの科学館冬休みの科学館

《詳細》
子育て支援課
☎25-2400

認可保育所・認定こども園の新規入所の受け付けが始まります
入所を希望する保育所など 日程(12月)

令和
3年度
　市内認可保育所10園、認定こども園2園が、入所
受付を行います。
　申請書と同時に配布する入所案内を参考に、申
請書などを持参して受付会場で面接を受けてくだ
さい。入所に必要な書類などの詳細は、入所案内、
または、市ホームページをご覧になるか、お問い合
わせください。
　当日は、保護者1人と入所希望の子どものみ、マ
スクを着用してご来場ください（2歳未満の子ども
の着用は不要です)。12月28日まで子育て支援課
で受け付けることも可能ですので、発熱や風邪症
状がある場合は来場をお控えください。
対象 現在、保育所などを保育利用していない
　　　子ども
申請書配布場所　子育て支援課、 または、 12月11
日まで、 各保育所・認定こども園
受付時間　名字の頭文字が
　　　　　あ～さ行の人…10：00～12：00
　　　　　た～わ行の人…13：00～15：00
　　　 (受付順は入所の可否とは関係ありません)

受付会場

※2号(満3歳以上)または3号(0～2歳)の保育を必要とする子どもが対象。

上記会場に行けなかった人
伊達市、登別市の保育所
などを希望する人
障がい児保育を希望する人

23日(水) 市役所本庁舎2階3号会議室

　お絵かきソフトで自由にイラストを
描き、カレンダーを作ります。
対象　小学生　 日時　12月26日(土) 13:30～16:00
定員　先着5人 料金　500円
申込方法　12月2日から13日まで、電話で

パソコン教室
　FM／AMラジオを作って、ラジオの歴史や
電波の仕組みを学びます。
対象　小学4～6年生　 日時　12月27日(日) 10:15～11:45
定員　先着5人　　　 料金　2，300円
申込方法　12月2日から13日まで、電話で

FM／AMラジオ作り

無料無料

無料無料

無料無料
コントローラーで動くカンチャンロボット作り教室

《詳細》青少年科学館 ☎22-1058
       （申込受付時間 10:15～15:30）

※講座の付き添いのみの保護者は、 無料です。
※館内見学とプラネタリウムは、 有料です。

室工大サイエンススクールロボットアリーナ冬休みイベント

ゴム動力飛行機を飛ばそう

定員 各10人（定員超えは抽選)　　申込方法 12月1日から8日17時まで、ホームページの申込サイトで
《会場・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

　新型コロナウイルス感染症の拡大を防止するため、子
育て相談・教室事業を縮小しています。
　子どもの体重が気になる、離乳食がうまく進まないな
ど、子どもの成長や発達、関わり方などの心配がある場
合、保健センターで個別に相談を受け付けますので、事
前に予約をしてください。希望に応じて、家庭訪問も行
います。お気軽にご相談ください。

《詳細》健康推進課 ☎45-6610

子育て相談

東町保育所
祝津保育所
清泉幼稚園(2号、3号)※

白鳥保育所
常盤保育所
みどり保育園

中島保育所

ほくと保育園
室蘭めばえ幼稚園(2号、3号)※

双葉保育所
楽山保育園
港北保育所

14日(月)

15日(火)

16日(水)

17日(木)

21日(月)

22日(火)

18日(金)

中小企業センター

市役所本庁舎2階3号会議室

市役所本庁舎2階3号会議室

白鳥保育所

胆振地方男女平等参画センター(ミンクール)

生涯学習センター「きらん」

生涯学習センター「きらん」

ロボットアリーナ かがくの教室　いろいろないろがらす

じゃんけんボックスを作ろう！
ロボットカンガルーを作ろう！
ミニロボットアームを作ろう！

イベント 対象（保護者同伴）
小学1・2年生
小学3・4年生
小学5・6年生

①20日(日) 10:30～12:00　②27日(日) 14:00～15:30
①20日(日) 14:00～16:00　②26日(土) 10:30～12:30
①26日(土) 14:00～16:30 ②27日(日) 10:00～12:30

日 時（12月）

無料無料無料無料無料無料

定員　各先着5人　　申込方法　12月3日から13日まで、電話で

19

みくにっ子文庫おはなし会 無料

鉄ン子文庫 無料

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

各分室と開室日時

おはなし『12の月の贈り物』やパネ
ルシアター『クリスマスってなあに』、
人形劇『サンタクロース』を行います。
日時　12月20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

　自宅の一室を開放し、2万冊以上の
絵本や児童書の蔵書、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

　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

　新型コロナウイルス感染症の影響を受けているひとり親世帯
を支援するため、 臨時特別給付金の申請を受け付けています。
　申請が済んでいない人は、 令和3年2月28日
まで、 申請書と申立書、 必要書類を郵送、 また
は、 窓口に直接提出してください。 必要書類な
どの詳細は、 市ホームページをご覧になるか、 
お問い合わせください。

　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31年2月～令和元年8月に
　　　生まれた子どもと親
日時 令和3年1月15日・22日・29日(金曜日、全3回）
　　 10:00～11:30
定員　先着20組
申込方法 12月15日から、 電話または直接

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

《詳細》健康推進課 ☎45-6610

りにゅう食教室
　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　12月11日(金) 13:30～14:15 
会場　保健センター 3階　　定員　先着15組
申込方法　12月10日まで、 電話で

子育てについて
学びませんか？

無料無料

無料無料

ひとり親世帯臨時特別給付金

対象　基本給付
　　　①令和2年6月分の児童扶養手当が支給された世帯
　　　　(対象世帯には8月に支給済)
　　　②公的年金などを受給し、令和2年6月分の児童扶養手
　　　　当支給が全額停止した世帯
　　　③新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急
　　　　変するなど、収入が児童扶養手当を受給している世
　　　　帯と同じ水準になっている世帯
　　　追加給付　基本給付対象①②に該当する世帯のうち、
　　　新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変
　　　し、収入が減少した世帯(生活保護受給世帯は対象外)
給付額　基本給付　1世帯5万円、第2子以降1人につき3万円
　　　　追加給付　1世帯5万円

申請書・申立書備付場所
子育て支援課　 戸籍住民課(広域センタービル) 蘭東支所
　市民会館 子育て世代包括支援センター「ここらん」
　生涯学習センター「きらん」　 サンライフ室蘭
　図書館白鳥台分室

《詳細》子育て支援課 ☎25-2494 　051-8511幸町1-2

育児サークルワニワニクラブ

ベビーマッサージNico

おもちゃの修理（部品により有料）

12月27日(日)
11:00～15:00

12月13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　時子育て応援団
のお知らせ

※市ホームページからもダウンロードできます。

《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。

子育て応援団に
入りませんか

　　　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　中田商会汐見ビル（東町2-5-12)
定員　各先着6組程度　
料金　1,500円
申込方法　各前日まで、電話で
　　　林 ☎090-6997-2185



18広報むろらん 2020年12月

　ガラスに色をつける方法を学び、
実際にガラスを作ります。
対象　小学生（3年生以下は保護者同伴）
日時　12月20日(日) 10:15～12:00

飛行機キットを送付します。ニッパーや
ラジオペンチを使って作成することができます。
対象　小学3～6年生　　定員　先着10人
申込方法 12月1日から8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、郵送か直接

コントローラーで動く紙筒製のカンチャンロボットを作ります。
対象　小学生（3年生以下は保護者同伴)
日時　12月19日(土)　①10:30～11:30　②13:00～14:00

室蘭工業大学

《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

冬休みの科学館冬休みの科学館

《詳細》
子育て支援課
☎25-2400

認可保育所・認定こども園の新規入所の受け付けが始まります
入所を希望する保育所など 日程(12月)

令和
3年度
　市内認可保育所10園、認定こども園2園が、入所
受付を行います。
　申請書と同時に配布する入所案内を参考に、申
請書などを持参して受付会場で面接を受けてくだ
さい。入所に必要な書類などの詳細は、入所案内、
または、市ホームページをご覧になるか、お問い合
わせください。
　当日は、保護者1人と入所希望の子どものみ、マ
スクを着用してご来場ください（2歳未満の子ども
の着用は不要です)。12月28日まで子育て支援課
で受け付けることも可能ですので、発熱や風邪症
状がある場合は来場をお控えください。
対象 現在、保育所などを保育利用していない
　　　子ども
申請書配布場所　子育て支援課、 または、 12月11
日まで、 各保育所・認定こども園
受付時間　名字の頭文字が
　　　　　あ～さ行の人…10：00～12：00
　　　　　た～わ行の人…13：00～15：00
　　　 (受付順は入所の可否とは関係ありません)

受付会場

※2号(満3歳以上)または3号(0～2歳)の保育を必要とする子どもが対象。

上記会場に行けなかった人
伊達市、登別市の保育所
などを希望する人
障がい児保育を希望する人

23日(水) 市役所本庁舎2階3号会議室

　お絵かきソフトで自由にイラストを
描き、カレンダーを作ります。
対象　小学生　 日時　12月26日(土) 13:30～16:00
定員　先着5人 料金　500円
申込方法　12月2日から13日まで、電話で

パソコン教室
　FM／AMラジオを作って、ラジオの歴史や
電波の仕組みを学びます。
対象　小学4～6年生　 日時　12月27日(日) 10:15～11:45
定員　先着5人　　　 料金　2，300円
申込方法　12月2日から13日まで、電話で

FM／AMラジオ作り

無料無料

無料無料

無料無料
コントローラーで動くカンチャンロボット作り教室

《詳細》青少年科学館 ☎22-1058
       （申込受付時間 10:15～15:30）

※講座の付き添いのみの保護者は、 無料です。
※館内見学とプラネタリウムは、 有料です。

室工大サイエンススクールロボットアリーナ冬休みイベント

ゴム動力飛行機を飛ばそう

定員 各10人（定員超えは抽選)　　申込方法 12月1日から8日17時まで、ホームページの申込サイトで
《会場・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

　新型コロナウイルス感染症の拡大を防止するため、子
育て相談・教室事業を縮小しています。
　子どもの体重が気になる、離乳食がうまく進まないな
ど、子どもの成長や発達、関わり方などの心配がある場
合、保健センターで個別に相談を受け付けますので、事
前に予約をしてください。希望に応じて、家庭訪問も行
います。お気軽にご相談ください。

《詳細》健康推進課 ☎45-6610

子育て相談

東町保育所
祝津保育所
清泉幼稚園(2号、3号)※

白鳥保育所
常盤保育所
みどり保育園

中島保育所

ほくと保育園
室蘭めばえ幼稚園(2号、3号)※

双葉保育所
楽山保育園
港北保育所

14日(月)

15日(火)

16日(水)

17日(木)

21日(月)

22日(火)

18日(金)

中小企業センター

市役所本庁舎2階3号会議室

市役所本庁舎2階3号会議室

白鳥保育所

胆振地方男女平等参画センター(ミンクール)

生涯学習センター「きらん」

生涯学習センター「きらん」

ロボットアリーナ かがくの教室　いろいろないろがらす

じゃんけんボックスを作ろう！
ロボットカンガルーを作ろう！
ミニロボットアームを作ろう！

イベント 対象（保護者同伴）
小学1・2年生
小学3・4年生
小学5・6年生

①20日(日) 10:30～12:00　②27日(日) 14:00～15:30
①20日(日) 14:00～16:00　②26日(土) 10:30～12:30
①26日(土) 14:00～16:30 ②27日(日) 10:00～12:30

日 時（12月）

無料無料無料無料無料無料

定員　各先着5人　　申込方法　12月3日から13日まで、電話で

広報むろらん 2020年12月19

みくにっ子文庫おはなし会 無料

鉄ン子文庫 無料

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

各分室と開室日時

おはなし『12の月の贈り物』やパネ
ルシアター『クリスマスってなあに』、
人形劇『サンタクロース』を行います。
日時　12月20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

　自宅の一室を開放し、2万冊以上の
絵本や児童書の蔵書、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

　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

直接お越しください。
　就園前の子どもと保護者

木曜日
         10:30～13:00
　ワニワニクラブ
ぷらっと。てついち内）

　子ども1人 100円
         吉田 ☎090-5223-3969

　新型コロナウイルス感染症の影響を受けているひとり親世帯
を支援するため、 臨時特別給付金の申請を受け付けています。
　申請が済んでいない人は、 令和3年2月28日
まで、 申請書と申立書、 必要書類を郵送、 また
は、 窓口に直接提出してください。 必要書類な
どの詳細は、 市ホームページをご覧になるか、 
お問い合わせください。

　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31年2月～令和元年8月に
　　　生まれた子どもと親
日時 令和3年1月15日・22日・29日(金曜日、全3回）
　　 10:00～11:30
定員　先着20組
申込方法 12月15日から、 電話または直接

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

《詳細》健康推進課 ☎45-6610

りにゅう食教室
　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　12月11日(金) 13:30～14:15 
会場　保健センター 3階　　定員　先着15組
申込方法　12月10日まで、 電話で

子育てについて
学びませんか？

無料無料

無料無料

ひとり親世帯臨時特別給付金

対象　基本給付
　　　①令和2年6月分の児童扶養手当が支給された世帯
　　　　(対象世帯には8月に支給済)
　　　②公的年金などを受給し、令和2年6月分の児童扶養手
　　　　当支給が全額停止した世帯
　　　③新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急
　　　　変するなど、収入が児童扶養手当を受給している世
　　　　帯と同じ水準になっている世帯
　　　追加給付　基本給付対象①②に該当する世帯のうち、
　　　新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変
　　　し、収入が減少した世帯(生活保護受給世帯は対象外)
給付額　基本給付　1世帯5万円、第2子以降1人につき3万円
　　　　追加給付　1世帯5万円

申請書・申立書備付場所
子育て支援課　 戸籍住民課(広域センタービル) 蘭東支所
　市民会館 子育て世代包括支援センター「ここらん」
　生涯学習センター「きらん」　 サンライフ室蘭
　図書館白鳥台分室

《詳細》子育て支援課 ☎25-2494 　051-8511幸町1-2

育児サークルワニワニクラブ

         吉田 ☎090-5223-3969

　　　同教会 ☎22-6086

ベビーマッサージNico

       

おもちゃの修理（部品により有料）

12月27日(日)
11:00～15:00

12月13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　時子育て応援団
のお知らせ

※市ホームページからもダウンロードできます。

《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。

子育て応援団に
入りませんか

　　　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　中田商会汐見ビル（東町2-5-12)
定員　各先着6組程度　
料金　1,500円
申込方法　各前日まで、電話で
　　　林 ☎090-6997-2185


