
広報むろらん�2022年8月13

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

パパとあそぼう！らんらん土曜日！

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（8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

無料無料

•月末図書整理による休館日…8月31日（水）

絵本の読み聞かせや手遊び、わらべ歌遊びなどを行います。
対象　3歳以下の子どもと保護者　
日時　8月17日（水） 10:45～11:30　　
定員　先着5組程度　申込方法　8月16日まで、電話で

《詳細》図書館
　　　☎22-1658

ステップライブラリー

好きな本の帯を作り、紹介しませんか。作成した帯は、
10月27日から始まる読書週間中、図書館に展示します。
対象　小学生　日時　8月20日（土） 13:30～15:00
定員 先着10人 申込方法 8月2日から19日まで、電話で

お気に入りの本の帯を作ろう！

　アニメ映画『くまのがっこう パティシエジャッキーと
おひさまスイーツ』を上映します。
対象　小学生以下の子どもと保護者
日時　8月7日（日） 14:15～14:50　　定員　先着40人
申込方法　8月6日まで、電話で

夏休みキッズシアター

フッ素塗布
対象　1歳3カ月～就学前の子ども
日時　8月18日（木） 13:00～14:45
会場　保健センター　　料金　800円
申込方法　事前に申込フォームで
　　　　　※人数制限があります。

対象　満1歳～就学前の子どもとお父さん
日時　8月20日（土） 9:30～11:30
定員　先着10組
申込方法　8月1日から、電話で

8月の 《詳細》健康推進課
　　　☎45-6610

無料無料

8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

日 行　　　事 詳  細

3㈬ おはなし会�（小学生以下の子ども）
11:00　図書館本館

図 書 館

3㈬
5㈮

3歳児健診�（個別通知）
12:20　保健センター

健康推進

8㈪
～10㈬

親子で簡単せいさく「アイスクリーム」
 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

9㈫ 1歳6カ月児健診�（個別通知）
12:20　保健センター

健康推進

10㈬

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　 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

13㈯
こわーいおはなし会�（先着15人程度）
11:00　 ＦＫホールディングス生涯学習センター

きらんブックパーク
きらんＢ

17㈬

作ってあそぼっ！「きんぎょ」
（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

18㈭
19㈮

8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

《詳細》健康推進  健康推進課 ☎45-6610
　　　 図 書 館  図書館 ☎22-1658
　　　 きらんＫ  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
　　　 きらんＢ  ＦＫホールディングス生涯学習センターきらんブックパーク ☎83-7753

ここらん  子育て世代包括支援センター「ここらん」 ☎45-2022
らんらん  子育て支援センターらんらん（常盤保育所内） ☎25-6002

日 行　　　事 詳  細

20㈯
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　 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

21㈰ 英語のおはなし会�（小学生以下の子ども）
11:15　図書館本館

図 書 館

23㈫
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）

らんらん

24㈬
～26㈮

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」

ここらん

25㈭ 1歳6カ月児健診�（個別通知）
12:20　保健センター

健康推進

27㈯

おはなし会�（5歳以上）
11:00　図書館本館

図 書 館

作ってあそぼっ！「きんぎょ」
（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

28㈰
アップルおはなし会

（先着15人程度、英語の絵本のよみきかせと歌）
11:00　 ＦＫホールディングス生涯学習センター

きらんブックパーク

きらんＢ

31㈬
4カ月児健診�（個別通知）

（絵本や食器をプレゼントします）
12:40　保健センター

健康推進
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「子どもの人権110番」強化週間

全国一斉 8/26 9/1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26日（金）～9月1日（木） 8:30～19:00
　　　※8月27日（土）・28日（日）は10:00～17:00
相談先　子どもの人権110番 　　0120-007-110

キッズ・ジュニアのヒップホップジャズダンス
　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～中学生
日時　8月28日（日） 15:30～16:15
　　　　  31日（水） 18:30～19:15
定員　各先着10人　　料金　各500円
申込方法　各前日まで、電話で

《会場・詳細》サンライフ ☎55-3040

令和4年度低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金
および北海道子育て世帯臨時特別給付金の申請を受け付けています
　新型コロナウイルス感染症による影響が長期化する中で、生活の支援を行う観点から、食費などの
物価高騰などによる影響を勘案し、給付金を支給します。

《詳細》子育て支援課 ☎25-2494

児童扶養手当現況届の
受け付けが始まります

受付期間　8月1日（月）～31日（水）
　　　　　（土・日曜日、祝日を除く）
受付方法　子育て支援課 （市役所本庁舎1階） 
　　　　　に直接

災害遺児手当を支給します
　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、市内
に6カ月以上居住している保護者
○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
○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

　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。

対象者

1．ひとり親世帯分
①公的年金等を受給しており、令和4年4月分の児童扶養手当の

支給を受けていない人
本人または扶養義務者の令和2年分の収入が児童扶養手当に
係る支給制限限度額を上回る人は該当になりません

②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
が児童扶養手当を受給している人と同じ水準になっている人

2．ひとり親世帯以外分
　令和4年3月末時点で18歳未満 （障がい児
は20歳未満） の児童を養育する父母等のう
ち、令和4年度分の市民税均等割が非課税と
なっている人、または、令和4年1月1日以降
の収入が急変し、市民税均等割非課税相当と
なった人

給付金　児童1人につき一律6万円 （うち、道の給付金1万円）　　申請期限　令和5年2月28日（火）

（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

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 9月8日（木） 13:30～14:30
定員　先着10組程度
申込方法 8月12日から、申込フォームで

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？～」

　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 8月2日（火） 13:30～14:45 定員　先着15組
申込方法 8月1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

マタニティ教室

対象　市内に居住するおおむね妊娠30週
　　　以降の妊婦（パートナーの同伴可）
日時　8月26日（金） 13:00～15:00　定員　先着10組
申込方法　8月19日まで、申込フォームで

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

ぴよぴよクラブ

対象 0歳の赤ちゃんと保護者
日時 9月6日（火） 13:30～14:30
定員　先着15組程度
申込方法 8月17日から、申込フォームで

０歳の親子講座

「親子でできる体操 お家でできる遊び」

ここらんクラブ

対象 1歳～就園前の子どもと保護者
日時 9月22日（木） 10:00～11:00
定員　先着15組程度
申込方法 8月24日から、申込フォームで

たのしくあそぼう！

「身近な物で楽器を作ろう!」

子育てについて学びませんか？

無料無料

　栄養士から食生活についてお話がありま
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

夏休み科学館祭夏休み科学館祭

たたら製鉄で鉄を作ろう

《会場・詳細》DENZAI環境科学館
　　　　　　☎22-1058

　室蘭･登別たたらの会と観光課による、たたら製鉄の実演を行います。
14時30分ごろに鉧出しします。

けら

入館料　大人600円、65歳以上400円、高校生300円、市内居住の中学生以下無料

入場料　1歳～小学生…200円、1歳未満の子ども・同伴の保護者…無料
《会場・詳細》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

お祭り工作
対象 小学生以下の子どもと保護者
日時 8月4日（木）～7日（日）
　　　10:00～16:45
　　　（材料が無くなり次第終了）

手形でアート「秋」
対象 2歳以下の子どもと保護者
日時　8月24日（水）・25日（木） 10:00　定員　各先着10組
申込方法　8月8日から、電話またはキッズパーク窓口で

当日
直接
当日
直接 ねぞうアート

対象 2歳以下の子ども
　　　と保護者
日時　8月1日（月）～15日（月）
　　　10:00～16:45

当日
直接
当日
直接

当日
直接
当日
直接土8/13 月～15

8/13㊏ 10:00～
（荒天時は14日に延期）

万華鏡展

8/13㊏～17㊌
10:00～16:30

水族館浜焼き

夜の水族館

《詳細》水族館 ☎27-1638

日時 8月13日（土）～15日（月）
　　　10:00～14:00 （荒天中止）
　　　※無くなり次第終了。

　夜の水槽見学と観覧車で夜景を楽しみませ
んか。
日時 8月27日（土） 18:00～20:30
　　　 （最終入場時間20時、雨天中止）

開館時間 9:30～16:30
　　　　　（7月25日～8月20日は17時まで）
入館料 大人400円、高校生200円
　　　　中学生以下は無料
　　　　※観覧車は1人1回200円。
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「子どもの人権110番」強化週間

全国一斉 8/26 9/1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26日（金）～9月1日（木） 8:30～19:00
　　　※8月27日（土）・28日（日）は10:00～17:00
相談先　子どもの人権110番 　　0120-007-110

キッズ・ジュニアのヒップホップジャズダンス
　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～中学生
日時　8月28日（日） 15:30～16:15
　　　　  31日（水） 18:30～19:15
定員　各先着10人　　料金　各500円
申込方法　各前日まで、電話で

《会場・詳細》サンライフ ☎55-3040

令和4年度低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金
および北海道子育て世帯臨時特別給付金の申請を受け付けています
　新型コロナウイルス感染症による影響が長期化する中で、生活の支援を行う観点から、食費などの
物価高騰などによる影響を勘案し、給付金を支給します。

《詳細》子育て支援課 ☎25-2494

児童扶養手当現況届の
受け付けが始まります

受付期間　8月1日（月）～31日（水）
　　　　　（土・日曜日、祝日を除く）
受付方法　子育て支援課 （市役所本庁舎1階） 
　　　　　に直接

災害遺児手当を支給します
　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、市内
に6カ月以上居住している保護者
○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
○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

　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。

対象者

1．ひとり親世帯分
①公的年金等を受給しており、令和4年4月分の児童扶養手当の

支給を受けていない人
本人または扶養義務者の令和2年分の収入が児童扶養手当に
係る支給制限限度額を上回る人は該当になりません

②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
が児童扶養手当を受給している人と同じ水準になっている人

2．ひとり親世帯以外分
　令和4年3月末時点で18歳未満 （障がい児
は20歳未満） の児童を養育する父母等のう
ち、令和4年度分の市民税均等割が非課税と
なっている人、または、令和4年1月1日以降
の収入が急変し、市民税均等割非課税相当と
なった人

給付金　児童1人につき一律6万円 （うち、道の給付金1万円）　　申請期限　令和5年2月28日（火）

（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

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 9月8日（木） 13:30～14:30
定員　先着10組程度
申込方法 8月12日から、申込フォームで

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？～」

　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 8月2日（火） 13:30～14:45 定員　先着15組
申込方法 8月1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

マタニティ教室

対象　市内に居住するおおむね妊娠30週
　　　以降の妊婦（パートナーの同伴可）
日時　8月26日（金） 13:00～15:00　定員　先着10組
申込方法　8月19日まで、申込フォームで

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

ぴよぴよクラブ

対象 0歳の赤ちゃんと保護者
日時 9月6日（火） 13:30～14:30
定員　先着15組程度
申込方法 8月17日から、申込フォームで

０歳の親子講座

「親子でできる体操 お家でできる遊び」

ここらんクラブ

対象 1歳～就園前の子どもと保護者
日時 9月22日（木） 10:00～11:00
定員　先着15組程度
申込方法 8月24日から、申込フォームで

たのしくあそぼう！

「身近な物で楽器を作ろう!」

子育てについて学びませんか？

無料無料

　栄養士から食生活についてお話がありま
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

夏休み科学館祭夏休み科学館祭

たたら製鉄で鉄を作ろう

《会場・詳細》DENZAI環境科学館
　　　　　　☎22-1058

　室蘭･登別たたらの会と観光課による、たたら製鉄の実演を行います。
14時30分ごろに鉧出しします。

けら

入館料　大人600円、65歳以上400円、高校生300円、市内居住の中学生以下無料

入場料　1歳～小学生…200円、1歳未満の子ども・同伴の保護者…無料
《会場・詳細》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

お祭り工作
対象 小学生以下の子どもと保護者
日時 8月4日（木）～7日（日）
　　　10:00～16:45
　　　（材料が無くなり次第終了）

手形でアート「秋」
対象 2歳以下の子どもと保護者
日時　8月24日（水）・25日（木） 10:00　定員　各先着10組
申込方法　8月8日から、電話またはキッズパーク窓口で

当日
直接
当日
直接 ねぞうアート

対象 2歳以下の子ども
　　　と保護者
日時　8月1日（月）～15日（月）
　　　10:00～16:45

当日
直接
当日
直接

当日
直接
当日
直接土8/13 月～15

8/13㊏ 10:00～
（荒天時は14日に延期）

万華鏡展

8/13㊏～17㊌
10:00～16:30

水族館浜焼き

夜の水族館

《詳細》水族館 ☎27-1638

日時 8月13日（土）～15日（月）
　　　10:00～14:00 （荒天中止）
　　　※無くなり次第終了。

　夜の水槽見学と観覧車で夜景を楽しみませ
んか。
日時 8月27日（土） 18:00～20:30
　　　 （最終入場時間20時、雨天中止）

開館時間 9:30～16:30
　　　　　（7月25日～8月20日は17時まで）
入館料 大人400円、高校生200円
　　　　中学生以下は無料
　　　　※観覧車は1人1回200円。

子育て応援団
のお知らせ

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。

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
　おはなし『エンソくんきしゃにのる』

『たろうのおでかけ』『おろかなおかね
もち』を行います。
日時　8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

すくすく赤ちゃんの発達講座 
　赤ちゃんの豊かな発達につながる遊び方や子育てのお話と、絵本読みなどを行
います。その他、子育てサークルなどもあります。詳細は、お問い合わせください。
対象　生後1カ月～6カ月の赤ちゃんとママ
日時　8月10日（水）13:00～14:00　定員　先着5組
会場　yoga&mama salon ATmam（日の出町3-5-22）
申込方法　事前に申込フォームで
詳細　yoga&mama salon ATmam ☎050-6867-5832

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　8月10日（水）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

日　時 会　場
8月14日（日）
11:00～15:00

ふれあいサロン
ほっとな～る（中島町）

8月28日（日）
11:00～15:00

えみらん1階
多目的室

無料

無料


