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8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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健康推進

…子どもの健診

日 行　　　　事 詳  細

1㈯ おはなし会
10:30　図書館本輪西分室

3㈪
～5㈬

親子で簡単せいさく　カタツムリ製作
　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）

5㈬

おはなし会
10:30　図書館本館

おりがみ教室「シャツ」
（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

5㈬
7㈮

3歳児健診（個別通知）
12:30　保健センター

8㈯ おはなし会
11:00　生涯学習センター「きらん」ブックパーク

8㈯
～13㈭

夏休み作ってあそぼっ！ミニ(製作内容は日替わり)
(小学生以下の子どもと保護者)
10:00　生涯学習センター「きらん」キッズパーク

18㈫ １歳６カ月児健診（個別通知）
12:30　保健センター

19㈬
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

20㈭ １歳６カ月児健診（個別通知）
12:30　保健センター

22㈯
おりがみ教室「シャツ」
（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

25㈫

8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）

25㈫
27㈭
28㈮

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」

30㈰
アップルおはなし会
(英語の絵本の読み聞かせと歌、先着15人)
11:00　生涯学習センター「きらん」ブックパーク

㈪㈫㈬㈭㈮㈯㈰ 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（祝日を除く）
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」

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（8月)
《詳細》子育て支援センターらんらん(常盤保育所内) ☎25-6002

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
（祝日を除く）
13:30～15:00

月・火・水・金曜日
（祝日を除く）
9:30～11:30

当日
直接
当日
直接無料無料

当日
直接
当日
直接無料無料

　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。

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

無料無料

対象　平成30年10月～平成31年4月に生まれた子どもと親
日時　9月18日・25日、 10月2日(金曜日、 全3回）
　　　10:00～11:30
定員　先着15組
申込方法　8月19日から、 電話または直接

日時　8月19日(水)・20日(木) 
　　　10:00～12:00
　　　13:30～15:30

８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。
　申込方法などの詳細は、 お問い合わ
せください。

子育て世代包括支援センター

対象　小学生
日時　8月22日(土)　13:30～15:00
定員　先着10人
申込方法　8月1日から21日まで、電話で

こども工作教室

《会場・詳細》図書館 ☎22-1658

無料無料無料無料無料無料

月末図書整理による
休館日…8月28日(金)

　紙粘土にペンで色を付けてアイスクリームとコーンを作
り、つまようじでつなげてミニチュアのアイスクリームに
します。
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　家で作れるロボットキットを送付
します。
　ホームページで配信される作り方
の動画を見ながら、ドライ
バーを使い組み立てます。
対象　小学1・2年生

おうちで作ろう
カタカタロボット！

簡単なゲームデータをUSBメモリ
に入れて送付します。
　ホームページで配信される作成方
法の動画を見ながら、パソコンゲー
ムを作成します。
対象　小学3・4年生

おうちで作ろう
パソコンゲーム！

micro bitなどの作成キットを送付
します。
　ホームページで配信される作成方
法の動画を見ながら、携帯型ゲーム
を作成します。
対象　小学5・6年生

おうちで作ろうおおううちちででで作作ろろうう
カタカタロボット！

おおううちちででで作作ろろ
パソコンゲー

ロボットアリーナ体験教室ロボットアリーナ体験教室

《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

送付数　各20個(送付数超えは抽選)
申込方法　8月1日11時から10日17時まで、ホームページに掲載の
　　　　　「お申込み専用サイト」で

の動画を見ながら、ドライ

オリジナル携帯型ゲーム！

　夜の水槽見学と、 観覧車からの夜景を楽しみましょう。
　参加には、 事前に申し込みが必要です。申込方法など
の詳細は、８月上旬に水族館のホームページでお知らせ
する予定です。
日時　8月22日(土) 18:00～20:30 (入館は20時まで)
入館料　大人400円、 高校生200円、 
　　　 中学生以下とシーズンパス
　　　 ポートを持っている人は無料
観覧車 1人1回200円

水族館で楽しもう

「子どもの人権110番」強化週間

全国一斉 8/28 9/3金 木～

　いじめや虐待など、 子どもの人権に関する相談を受け
ます。通話料は無料です。
日時　8月28日(金)～9月3日(木) 8：30～19：00
　　　※8月29日(土)・30日(日)は10:00～17:00
相談先 子どもの人権110番 0120-007-110

　期間中、実験や工作などを毎日行います。
消化や色の変化の実験、種コプターや折り紙
でチョウを作ります。
対象　中学生以下
日時 8月8日(土)～14日(金)
　　 ①11:30～　②14:00～
定員　各先着5人
申込方法　当日開始30分前に整理券を配布

夏休みスポットサイエンス

ラストイヤーイベント

《会場・詳細》青少年科学館 ☎22-1058

室蘭市青少年科学館室蘭市青少年科学館

対象 2カ月～1歳未満の赤ちゃんと保護者
　　　（帝王切開の場合は3カ月以上）
日時 9月1日(火)　10：00～11：00　　定員　先着10組
申込方法　8月11日9時から、電話または直接

ベビーヨガ親子で楽しもう！

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

無料無料無料無料無料無料

　子育て応援団が講師となって開催する講座です。楽しい
ヨガで、ママもお子さんも心と体をリフレッシュさせましょう。

リフレッシュ講座

2020年度室工大サイエンススクール

夜の水族館（雨天中止）

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

《詳細》水族館 ☎27-1638
http://iburi.net/murosui/
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日時　8月16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

　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

日時　8月16日(日)まで　19:30～20:30
会場　本輪西ほたるの里（本輪西町5-10栗林庭園内）
※鑑賞会の運営などを行うスタッフも募集しています。
　　　本輪西ほたるの会・工藤 ☎090-2814-8612

　　　吉田 ☎090

　　　本輪西ほたるの会・工藤 ☎090 　　　同教会 ☎22-6086

《詳細》子育て支援課 ☎50-5101
育児サークルワニワニクラブ

おもちゃの修理（部品により有料）

8月23日(日)11:00～15:00

8月9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

ホタル鑑賞会 無料
みくにっ子文庫おはなし会 無料

　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。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

子育て応援団からのお知らせ

）

　おはなし『星の銀貨』やパネルシアター『ジャックの建て
た家』、人形劇『ブラックさんとブラウンさん』を行います。

　児童扶養手当を受けている人に現況届を送付します。
期間内に提出してください。現況届の提出がない場合は、 
11月分以降の手当が受けられなくなりますので、 ご注意
ください。

児童扶養手当現況届の
受け付けが始まります

《詳細》子育て支援課 ☎25-2494

受付期間 8月3日(月)～31日(月）
　　　　　（土・日曜日、 祝日を除く)
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
※新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、今年度
　の臨時受付は中止します。

災害遺児手当を支給します

《詳細》子育て支援課 ☎25-2494

子どもや家庭の相談を受け付けています

ドメイン指定受信に
している人は、

メール受信ができる設定を
行ってからメール
してください

無料無料

FAX

子育てや妊娠期の相談、 ひとり親家庭
の悩み、 児童虐待やＤＶ（配偶者など
から受ける暴力）などの相談

日時　月～金曜日(祝日を除く)
　　 8:45～17:15
相談先　子育て世代包括支援センター
　　　　「ここらん」
　　　　☎・　45-2022
　　　　　houkatsu@city.muroran.lg.jp

言葉が遅い、 落ち着きがない
などの心配がある乳幼児の相談

児童虐待を見たり､ 聞いたり、
疑わしいと感じたとき

日時　月～金曜日(祝日を除く)
　　 9:00～17:00
相談先　子ども発達支援センター
　　　 あいくる
　　　　☎25-5502
　　 　　ryouiku@
　　　　

相談先 児童虐待専用ホット
　　　　ライン(24時間対応)
　　　　☎45-6246

city.muroran.lg.jp

児童の父母が、災害などが原因で児童の養育が困難な状
態になった場合に、市ではその児童を養育している保護者に
対し、災害遺児手当を支給しています。
　申請方法などの詳細は、お問い合わせください。
受給資格 次の条件に該当する児童（小中学校に在学）を養
　　　　　育し、 室蘭市に6カ月以上居住している保護者

〇災害により、 父母または父母のどちらかが死亡、 または、 
   障がいの状態になった児童
〇その他の原因により、 父母が共に死亡した児童
支給額　児童1人につき月額1,500円


