
広報むろらん�2021年11月 12

ここらんクラブ

対象 1歳～就園前の子どもと保護者
日時 12月9日（木） 10:00～11:00　　定員 先着15組程度
申込方法 11月12日から、電話または直接

たのしくあそぼう！

「身近な物で楽器を作ろう!」

らんらんクラブ

対象 1歳～就園前の子どもと保護者
日時 12月15日（水） 10:00～11:30　　定員 先着10組程度
申込方法 11月18日から、電話または直接

たのしくあそぼう！

「新聞紙であそぼう!」

りにゅう食教室

ころころクラブ

対象　生後4カ月までの赤ちゃんと保護者
日時 12月8日（水） 13:30～14:30　　定員 先着10組程度
申込方法 11月15日から、電話または直接

はじめてママの

「うんちの話（赤ちゃんのうんちどれが正常なの？）」子育てについて学びませんか？

　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 11月26日（金） 13:30～14:45　　定員　先着15組
申込方法 11月25日まで、電話で

会場　保健センター 3階
《詳細》健康推進課 ☎45-6610

室蘭こども環境フェスタ特別企画室蘭こども環境フェスタ特別企画

　環境に関する企画の展示や工作ブースの設置、実験を行います。
時間　①10:30～11:45（10:40、11:15）
　　　②12:30～13:45（12:40、13:15）
　　　③14:00～15:15（14:10、14:40）
　　　※（　）内は、牛乳パックでウィンドカー作りの時間です。
会場 FKホールディングス生涯学習センターきらん
定員　各先着50人（牛乳パックでウィンドカー作りは各先着4人）
申込方法　事前にFKホールディングス生涯学習センターきらん
管理事務室に直接（入場券をお渡しします）

•パネル展示「PCBを知ろう」と紙芝居
•「低圧水素配送システム実証事業ってなあに？」

•ラジオの公開収録と
　パーソナリティ体験
•水素自動車実験
•牛乳パックで吹きゴマ作り
•牛乳パックでウィンドカー作り

「水素エネルギーの活用法を学んでエコ工作を楽しもう」

マタニティ教室

テーマ 出産はゴールじゃない！今からできる子育て期に
　　　　向けたライフスタイル
対象　市内に居住するおおむね妊娠30週以降の妊婦
　　　（家族同伴可）
日時 11月19日（金） 13:30～14:45　　定員　先着10組
申込方法 11月12日まで、電話で

11/3水

展示

体験

対象　ひとり親家庭のお父さん、お母さん
日時 11月13日(土) 13:00～15:00
会場　ハートセンタービル(東町2-3-3)
定員　先着15人
申込方法 11月12日まで、電話、または、住所・氏名・年齢・
電話番号と託児を希望する場合は子どもの氏名・年齢を記入し、
ファクスで

胆振（室蘭市）セミナー
第一印象がアップする「似合う色」講座
～HAPPY PINK LESSON～
　似合う色を知ると、メイク用品や洋服を選びやすくなります。
自分に似合う装いで笑顔になりませんか。
　託児は無料です。申込時に予約してください。

対象 市内に居住する1歳～就学前の子どもと保護者
日時 11月20日（土） 9:30～11:30
定員　先着7組（子ども（きょうだいを含む）と保護
者1人で1組）
申込方法 11月1日から、電話または直接

《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

屋内の遊び場
「ほかほかルーム」を開放します！
　これからの寒い時期、どこに遊びに行こうか悩
んでいませんか。らんらんでは、令和4年2月まで、
月に一度、土曜日に「ほかほかルーム」を開放します。
寒さを気にせずに、お子さんとゆっくり遊んでみ
ませんか。今年度は予約制です。

《詳細》母子家庭等就業・自立支援センター ☎83-7047　 83-7048FAX

　栄養士から食生活についてのお話があります。また、
助産師と保健師から授乳や沐浴の指導を受けられます。

もく よく

《詳細》NPO法人科学とものづくり教育研究会かもけん ☎22-1058

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

無料

無料

無料

無料

無料

無料

無料 無料

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

　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

ルーム

《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～就学前の
子どもと保護者

対　　象 開放日時（11月）

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
（17日、祝日を除く）

9:30～11:30

フッ素塗布11月の

会場　保健センター
料金　800円
申込方法　事前に電話で　※人数制限があります。

対　　象 日　　時

25日(木) 13:00～14:45

16日(火)・18日(木)
12:15～13:15

1歳3カ月～就学前の子ども

無料 当日
直接

無料 当日
直接

《詳細》健康推進課 ☎45-6610

日時　月～金曜日（祝日を除く）
　　　8:45～17:00
用意する物　妊娠届出書、本人確認書類
　　　　　　（マイナンバーと身元の確認ができる書類）

母子健康手帳を交付しています

　月～金曜日（祝日を除く）

　妊娠届出書、本人確認書類
　　　　　　（マイナンバーと身元の確認ができる書類）

　妊婦さんを対象に、母子健康手帳・妊娠一般健康診査受
診表の交付や、保健師・栄養士による健康相談を行います。
保健センターに直接お越し下さい。
　代理人や郵送による申請の場合は、
お問い合わせください。

子育て相談
　新型コロナウイルス感染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。

11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。

…子どもの健診

きらんＫ

ここらん
らんらん

健康推進
《詳細》
　　　　健康推進課☎45-6610 図書館☎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
　　　　FKホールディングス生涯学習センターきらんキッズパーク ☎83-7752

日 行　　　事 詳  細

5㈮
10㈬

3歳児健診（個別通知）
12:30　保健センター

健康推進

10㈬

おりがみ教室「おうち」
（小学生以下の子どもと保護者、先着10組程度）
15:15　 FKホールディングス生涯学習センターきらん

キッズパーク

きらんＫ

15㈪
16㈫

親子で簡単せいさく「きつね」
 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）

らんらん

16㈫ 1歳6カ月児健診（個別通知）
12:30　保健センター

健康推進

16㈫
～18㈭

おはなし会
11:30　図書館輪西分室

図 書 館

17㈬

4カ月児健診（個別通知）
（絵本や食器をプレゼントします）
12:30　保健センター

健康推進

作ってあそぼっ！「シャカシャカマラカス」
（小学生以下の子どもと保護者、先着10組程度）
14:00　 FKホールディングス生涯学習センターきらん

キッズパーク

きらんＫ

18㈭ 1歳6カ月児健診（個別通知）
12:30　保健センター

健康推進

18㈭
19㈮

11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」

ここらん

19㈮

親子で簡単せいさく「きつね」
 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）

らんらん

20㈯

おりがみ教室「おうち」
（小学生以下の子どもと保護者、先着10組程度）
15:15　 FKホールディングス生涯学習センターきらん

キッズパーク

きらんＫ

22㈪

11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）

らんらん

24㈬
～26㈮

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」

ここらん

27㈯

作ってあそぼっ！「シャカシャカマラカス」
（小学生以下の子どもと保護者、先着10組程度）
14:00　 FKホールディングス生涯学習センターきらん

キッズパーク

きらんＫ

図 書 館
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ここらんクラブ

対象 1歳～就園前の子どもと保護者
日時 12月9日（木） 10:00～11:00　　定員 先着15組程度
申込方法 11月12日から、電話または直接

たのしくあそぼう！

「身近な物で楽器を作ろう!」

らんらんクラブ

対象 1歳～就園前の子どもと保護者
日時 12月15日（水） 10:00～11:30　　定員 先着10組程度
申込方法 11月18日から、電話または直接

たのしくあそぼう！

「新聞紙であそぼう!」

りにゅう食教室

ころころクラブ

対象　生後4カ月までの赤ちゃんと保護者
日時 12月8日（水） 13:30～14:30　　定員 先着10組程度
申込方法 11月15日から、電話または直接

はじめてママの

「うんちの話（赤ちゃんのうんちどれが正常なの？）」子育てについて学びませんか？

　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 11月26日（金） 13:30～14:45　　定員　先着15組
申込方法 11月25日まで、電話で

会場　保健センター 3階
《詳細》健康推進課 ☎45-6610

室蘭こども環境フェスタ特別企画室蘭こども環境フェスタ特別企画

　環境に関する企画の展示や工作ブースの設置、実験を行います。
時間　①10:30～11:45（10:40、11:15）
　　　②12:30～13:45（12:40、13:15）
　　　③14:00～15:15（14:10、14:40）
　　　※（　）内は、牛乳パックでウィンドカー作りの時間です。
会場 FKホールディングス生涯学習センターきらん
定員　各先着50人（牛乳パックでウィンドカー作りは各先着4人）
申込方法　事前にFKホールディングス生涯学習センターきらん
管理事務室に直接（入場券をお渡しします）

•パネル展示「PCBを知ろう」と紙芝居
•「低圧水素配送システム実証事業ってなあに？」

•ラジオの公開収録と
　パーソナリティ体験
•水素自動車実験
•牛乳パックで吹きゴマ作り
•牛乳パックでウィンドカー作り

「水素エネルギーの活用法を学んでエコ工作を楽しもう」

マタニティ教室

テーマ 出産はゴールじゃない！今からできる子育て期に
　　　　向けたライフスタイル
対象　市内に居住するおおむね妊娠30週以降の妊婦
　　　（家族同伴可）
日時 11月19日（金） 13:30～14:45　　定員　先着10組
申込方法 11月12日まで、電話で

11/3水

展示

体験

対象　ひとり親家庭のお父さん、お母さん
日時 11月13日(土) 13:00～15:00
会場　ハートセンタービル(東町2-3-3)
定員　先着15人
申込方法 11月12日まで、電話、または、住所・氏名・年齢・
電話番号と託児を希望する場合は子どもの氏名・年齢を記入し、
ファクスで

胆振（室蘭市）セミナー
第一印象がアップする「似合う色」講座
～HAPPY PINK LESSON～
　似合う色を知ると、メイク用品や洋服を選びやすくなります。
自分に似合う装いで笑顔になりませんか。
　託児は無料です。申込時に予約してください。

対象 市内に居住する1歳～就学前の子どもと保護者
日時 11月20日（土） 9:30～11:30
定員　先着7組（子ども（きょうだいを含む）と保護
者1人で1組）
申込方法 11月1日から、電話または直接

《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

屋内の遊び場
「ほかほかルーム」を開放します！
　これからの寒い時期、どこに遊びに行こうか悩
んでいませんか。らんらんでは、令和4年2月まで、
月に一度、土曜日に「ほかほかルーム」を開放します。
寒さを気にせずに、お子さんとゆっくり遊んでみ
ませんか。今年度は予約制です。

《詳細》母子家庭等就業・自立支援センター ☎83-7047　 83-7048FAX

　栄養士から食生活についてのお話があります。また、
助産師と保健師から授乳や沐浴の指導を受けられます。

もく よく

《詳細》NPO法人科学とものづくり教育研究会かもけん ☎22-1058

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

無料

無料

無料

無料

無料

無料

無料 無料

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

　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

ルーム

《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～就学前の
子どもと保護者

対　　象 開放日時（11月）

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
（17日、祝日を除く）

9:30～11:30

フッ素塗布11月の

会場　保健センター
料金　800円
申込方法　事前に電話で　※人数制限があります。

対　　象 日　　時

25日(木) 13:00～14:45

16日(火)・18日(木)
12:15～13:15

1歳3カ月～就学前の子ども

無料 当日
直接

無料 当日
直接

《詳細》健康推進課 ☎45-6610

日時　月～金曜日（祝日を除く）
　　　8:45～17:00
用意する物　妊娠届出書、本人確認書類
　　　　　　（マイナンバーと身元の確認ができる書類）

母子健康手帳を交付しています
　妊婦さんを対象に、母子健康手帳・妊娠一般健康診査受
診表の交付や、保健師・栄養士による健康相談を行います。
保健センターに直接お越し下さい。
　代理人や郵送による申請の場合は、
お問い合わせください。

子育て相談
　新型コロナウイルス感染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。
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認可保育所・認定こども園
入所申請書の配布

令和4年度
《詳細》子育て支援課 ☎25-2400

　認可保育所10園と認定こども園2園の、令和4年度入
所（4月中入所）児童を募集します。

申請書の配布期間　11月8日（月）～12月3日（金）
　　　　　　　　　（土・日曜日、祝日を除く）

申請書の配布場所　子育て支援課、子育て世代包括支
援センター「ここらん」、常盤保育所、みどり保育園、
双葉保育所、楽山保育園、東町保育所、白鳥保育所、
港北保育所、中島保育所、ほくと保育園、祝津保育所、
室蘭めばえ幼稚園※、清泉幼稚園※（※は認定こども園）
※12月6日以降は子育て支援課で配布。

新規入所の申請期間　12月14日（火）～12月23日（木）
　　　　　　　　　　（土・日曜日を除く）

新規入所の申請手続き
　入所希望の子どもと保護者1人がマスクを着用（2歳未
満の子どもは不要）の上、入所案内を参照し、必要書類
などを持って指定の日時・会場にお越しください。
　受付日時・会場などの詳細は、配布の申請書に同封
されている日程表で確認してください。

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。

保育の種類 対象となる子ども

延長保育

障がい児保育

乳児保育

休日保育

室工大サイエンススクール
体験しよう！！未来を変える夢の
新材料と不思議な超高圧の世界
　ダイヤモンドのように硬い材料で物質を挟み、高い
圧力を発生させます。日常生活では目にすることのな
い「あたたかい氷」を作ったり、不思議な性質を持った
夢の新材料の実験で、高圧力の世界と物質の不思議に
ついて学びます。

対象　小学5・6年生
日時　12月18日（土） 9:30～17:00
会場　室蘭工業大学
定員　先着20人
申込方法　11月22日から12月3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

入所要件　次の事項に該当する保護者
•月60時間以上の仕事をしている（パートタイム、夜間、

居宅内の労働などを含む）
•妊娠中か出産後間もないため、上の子どもの保育を

必要とする（入所期間：出産予定日の6週前から出産
日の8週後の月の末日まで。ただし、多胎妊娠の場合
は14週前から）

•多胎児（0～2歳児）を育児している
•求職活動を行っている（入所期間：入所から90日目が

属する月の末日まで）
•病気や障がいがある　など

保育所などでは次の保育も行っています
※年齢は利用する月の初日時点。

原則満1歳以上で、仕事や家庭の事情で保
育時間外に保育が必要な子ども

原則3歳以上で、集団生活と通所が可能な
障がいのある子ども

満1歳以上で、休日就労のため家庭での保
育が困難な子ども
　全施設入所児童を対象に、中島・常盤
　保育所で実施

生後57日目以降の乳児

（　　　　　　　　　　　）

ロボットアリーナ
体験教室
ロボットアリーナ
体験教室

　どんなロボットを作るかは、お楽しみです。作製し
た作品は持ち帰れます。
　なお、新型コロナウイルス感染拡大の状況により、
自宅でウェブ配信を見ながら、送付されたロボットキッ
トを作製する方法に変更する場合があります。どちら
でも参加できる人のみ申し込んでください。

対象　小学1～3年生
時間 10:30～12:00
　　　（ウェブ配信の場合は15:00～）
対象　小学4 ～ 6年生
時間 14:00～16:00
　　　（ウェブ配信の場合は15:00～）

定員　各8人（定員超えは抽選）　※保護者同伴不可。
申込方法　11月1日12時から10日16時まで、ロボット
　　　　　アリーナのホームページで

《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/event/

「ロボットアリーナシークレット工作教室」

土
11/27

《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
　　　　https://muroran-it.ac.jp/society/ss_mit/

FAX

無料

無料

えほん図書館（白鳥台ショッピングセンターハック内）
日時　11月7日（日） 10:30～11:00

《詳細》図書館 ☎22-1658
読書週間

最後の頁を閉じた　違う私がいた

10/27㊌～11/9㊋

標 語

おはなし会
対象　幼児～小学生
輪西分室　  日時　11月6日（土） 10:30～11:30

無料 当日
直接
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管理栄養士と助産師のコラボ企画
「子どもの食事 なんでも相談会」無料
　母乳育児や、離乳食
から学童期までの子ど
もの食事の悩みを、オ
ンラインで相談できま
す。Zoomの利用に自
信がない人には、事前に練習会を行い
ます。
対象　就学前の子どもを持つ保護者
日時　11月27日（土） 14:00～15:00
定員　先着5人
申込方法　11月20日まで、氏名・メー
ルアドレス・子どもの年齢・Zoom練
習会希望の有無を記入し、メールで
詳細　Happy mama Belle・高村
　　　☎090-1302-5116
　　　 hapimama.belle@outlook.jp

鉄ン子文庫 無料
　自宅の一室を開放し、絵本や児童書
の貸し出しをしています。

詳細　山田 ☎050-5375-8784

育児サークルワニワニクラブ
　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
　　　（祝日を除く）
　　　10:30～13:00
会場　ワニワニクラブ
　　　（ぷらっと。てついち内）
料金　1組100円
詳細　吉田 ☎090-5223-3969

舞台鑑賞例会
人形劇団京芸「のほほんカーニバル」
　安心して見られて心躍る、わいわい
していて耳を澄ませられる、楽しい人
形劇の3本立てです。
対象　就学前の子どもと保護者
日時　11月6日（土） 13:30～14:15
　　　（開場13:10）
会場　市民会館
－－－－－－－－－－－－－－－－－
劇団うりんこ
「きみがしらないひみつの三人」

　生まれてからこの世にさよならする
日までの、自分自身の体や心の働きを
テーマにした舞台劇です。
対象　小学生と保護者
日時　11月21日（日） 13:30～14:35
　　　（開場13:10）
会場　市民会館

会員募集  舞台鑑賞を楽しもう
　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
　　　 入会金200円、
　　　 会費月額1,200円×2カ月分
　　　3歳以下は無料
詳細　室蘭子ども劇場 ☎43-3790

八丁平子育てサロン
　親子遊びをして昼食を食べます。
対象　就学前の子どもと保護者
日時　11月9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

子ども食堂「えがお食堂」
　子どもや高齢者にカレー
ライスを提供して、見守る
活動をしています。
対象　蘭西地域に居住する子どもと高
齢者（就学前の子どもは保護者同伴）
日時　11月20日（土） 11:30～12:30
　　　（遊び場は10:00～12:30）
会場　本教寺駐車場（常盤町6-14）
料金　大人200円、高校生以下無料
詳細　室蘭更生保護女性会・石倉
　　　☎090-3468-1966

スマイリー英語リトミック
　英語と音楽に触れながら、親子で楽
しく遊びましょう。無料体験（1組1回）
もあります。
対象　0～3歳の子どもと保護者
日時　11月1日（月）・15日（月）・26
日（金）・29日（月）
① 9:20～10:00（0・1歳）
②10:15～10:55（1・2歳）
③11:10～11:50（2・3歳）
会場　FKホールディングス生涯学習
センターきらん
定員　各先着6組
料金　1回1,200円（回数券有り）
申込方法　各前日まで、電話、または、
親子の氏名（フリガナ）・電話番号・
子どもの生年月日と性別・希望日時を
記入し、メールで
詳細　松本 ☎090-2879-7937
　　　 ma2motoyumi@icloud.com

おもちゃの修理
　壊れたおもちゃを無料で修理しま
す。部品代がかかることがあります。
日時　11月14日（日） 11:00～15:00
会場　ふれあいサロンほっとな～る（中島町）
詳細　おもちゃの病院「中島」・岡本 
　　　☎090-1644-0543

みくにっ子文庫おはなし会 無料
　おはなし『ホレおばさん』やパネル
シアター『クリスマスってなあに』、
人形劇『イチジクニンジン』を行います。
日時　11月21日（日） 9:30～10:00
会場　日本キリスト教会室蘭教会（幸町5-15）
詳細　同教会 ☎22-6086

子どもの居場所クルハウス 無料
　学校の宿題などを大学生に教えても
らえたり、一緒に遊べます。見学を随
時受け付けています。
対象　小学生～高校生
　　　（土曜日は中学生～高校生）
日時　毎週火・木・金曜日
　　　14:00～19:00
　　　毎週土曜日　10:00～14:00
会場　クルハウス（知利別町2-22-31）
定員　各先着10人（土曜日は先着5人）
申込方法　各前日まで、電話または
LINE（@247tehrj）で
詳細 NPO法人くるくるネット・鳥山
　　　☎48-9133

幕西分室
（幕西町2-11）

毎週土曜日
10:00～17:00

高砂分室
（高砂町1-10-19）
☎44-8490

毎週木曜日
14:00～16:30

水元分室 毎週水曜日
15:00～17:00

各分室と開室日時

子育て応援団
からのお知らせ

（� ）


