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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

　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（10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
（12日、祝日を除く）

9:30～11:30

フッ素塗布
対象　1歳3カ月～就学前の子ども
日時　10月20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　10月15日（土） 9:30～11:30
定員　先着10組
申込方法　10月3日から、電話で

10月の

無料 当日
直接無料 当日

直接

無料

10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

5㈬ おはなし会�（小学生以下の子ども）
11:00　図書館本館

図 書 館

5㈬
7㈮

3歳児健診�（個別通知）
12:20　保健センター

健康推進

8㈯

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

おりがみ教室「おばけ」
（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㈭ 1歳6カ月児健診�（個別通知）
12:20　保健センター

健康推進

15㈯
作ってあそぼっ！「ハロウィン製作」
（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

16㈰ 英語のおはなし会�（小学生以下の子ども）
11:15　えみらん１階多目的室

図 書 館

17㈪
～19㈬

親子で簡単せいさく「ハロウィン」
 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

19㈬
おりがみ教室「おばけ」
（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

《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

19㈬
20㈭

10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

25㈫

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）

らんらん

1歳6カ月児健診�（個別通知）
12:20　保健センター

健康推進

26㈬

作ってあそぼっ！「ハロウィン製作」
（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

26㈬
～28㈮

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

27㈭
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

30㈰

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
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　幼児期にさまざまな動きを経験して、コーディ
ネーション能力を身に付けましょう。
日時　10月～令和5年3月の火曜日 （月3回程度）
　　　15:00～16:00

キッズボール教室

　リズムに合わせて楽しく踊り、
体を動かしましょう。
日時　10月～令和5年3月の木曜日 （月3回程度）
　　　15:00～16:00

ダンス＆バトン

ハロウィン
仮装おはなし会

対象　3歳～小学生
日時　10月22日（土）
　　　13:30～14:10
定員　先着20人程度

　仮装をしてハロウィンおは
なし会を楽しみます。仮装グ
ッズも用意しています。

手形でアート「ハロウィン」

日時　10月12日（水）・13日（木）
　　　10:00～
定員　各先着10組
申込方法　10月1日から、電話また
　　　　　は窓口に直接

　完成品は後日渡します。
ハロウィンフォトスポット
日時　10月8日（土）～31日（月）
　　　10:00～16:45
ハロウィンクッキーに顔をかこう♪
日時　10月10日（月）～31日（月）
　　　10:00～16:45
魔女からの挑戦状
～まちがいさがし～
日時　10月29日（土）～31日（月）
　　　10:00～16:45

対象　2歳以下の子どもと保護者
《会場・詳細》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

無料

当日
直接

ハロウィンねぞうアート
日時　10月19日（水）～ 31日（月）
　　　10:00～16:45

当日
直接

当日
直接

当日
直接

当日
直接

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・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

対象　小学生以下の子どもと保護者

•月末図書整理による休館日…10月28日（金）

　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　10月26日（水） 10:45～11:30
会場 図書館本館　定員　先着5組程度　申込方法　10月25日まで、電話で

《詳細》図書館 ☎22-1658

ステップライブラリー

読書週間特別展示 おはなし会

無料

当日
直接

　絵本の読み聞かせや
パネルシアター、わらべ
歌遊びなどを行います。
対象　幼児～小学生
日時　10月29日（土）
　　　10:45～11:30
会場　図書館輪西分室

Physical+
フィジカル

室蘭水族館
今シーズン閉館感謝イベント

HAPPY HALLOWEEN♪

《詳細》水族館 ☎27-1638

入館料 大人400円、高校生200円（生徒
手帳提示）、中学生以下は無料

Ｂ＆Ｇ親子でチャレンジスポーツ教室Ｂ＆Ｇ親子でチャレンジスポーツ教室

この一冊に、ありがとう

対象 小学3～6年生の子どもと保護者 （子どもと保護者各1人で1組）
会場 Ｂ＆Ｇ海洋センター （ボール遊びは武揚体育館、カヤック、ス
タンドアップパドルボードはげんき館ペトトル）
料金　各1,500円
申込方法 10月1日から31日まで、申込フォーム、また
は、Ｂ＆Ｇ海洋センター、㊆栗林商会アリーナ、入江運
動公園温水プール、げんき館ペトトルに備え付けの申込
書をファクスで

　おいしい食べ物などが当たる抽選会を
行います。
対象 有料入館者（パスポート所有者含む）
日時 10月9日（日）・10日（月） 13:30
会場　水族館事務所前芝生 
　　　（雨天時は休憩室）
申込方法　当日9時30分から13時まで、
水族館正門で抽選券を配布

日時　10月9日（日）・10日（月） 9:30
定員　先着100人

・ファンタジーの世界へようこそ！
　図書館職員の紹介ポップとともに展示します。
・おすすめの本を帯で紹介します！
　8月に開催した「お気に入りの本で帯を作ろ
う！」で作成した帯を本と一緒に展示します。
日時　10月27日（木）～11月9日（水）
　　　10:00～18:00
会場　図書館本館

10/27㊍～11/9㊌ 読書週間 標語

《詳細》Ｂ＆Ｇ海洋センター ☎26-2082 　26-2083FAX
《会場・詳細》スポーツ協会 ☎84-6270

対象　平成28年4月2日～平成30年4月1日に生
まれた子ども
会場　㊆栗林商会アリーナ　定員　各先着15人
料金　各月額3,000円（別途、保険料
　　　は任意で申し込み）
申込方法　事前に申込フォームまたは
　　　　　電話で

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 11月11日（金） 13:30～14:30
定員　先着10組程度
申込方法 10月13日から、申込フォームで

はじめてママの

「抱っこと眠りの話(何で泣くの？)」

　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 11月8日（火） 13:30～14:45
定員　先着15組
申込方法 11月1日まで、申込フォームで

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　10月21日（金） 13:00～15:00
定員　先着10組
申込方法　10月14日まで、申込フォームで

ぴよぴよクラブ

対象 0歳の赤ちゃんと保護者
日時 11月2日（水） 13:30～14:30
定員　先着15組程度
申込方法 10月6日から、申込フォームで

０歳の親子講座

「離乳食のお話」
ここらんクラブ

対象 1歳～就園前の子どもと保護者
日時 11月30日（水） 10:00～11:00
定員　先着15組程度
申込方法 10月24日から、申込フォームで

たのしくあそぼう！

「色々 な遊具で体を動かしてあそぼう!」

子育てについて学びませんか？

　栄養士から妊娠期・授乳期の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

対象　就学前の子どもがいる親　
日時 11月29日（火） 10:00～11:00（10:30～参加者交流）
申込方法 10月19日から、申込フォームで

対象　小学生の子どもがいる親　
日時 11月10日（木） 10:00～11:00（10:30～参加者交流）
申込方法 10月21日から11月4日まで、申込フォームで
定員　各先着10人

地域子育てセミナー

（幼児を持つ親編）

（小学生を持つ親編）

　親としての心構えや子育ての方法などを学びます。最
新の情報提供や意見交流など、笑顔の子育てを応援します。
託児も無料で行います。

「こんな時どうする？子育てあるある話！」

対象　令和5年度以降小学校に入学予定の子どもの保護
者、教育・保育職員、関心のある人

申込方法　天神小学校会場は10月27日まで、地球岬小
学校会場は11月10日まで、電話、または、氏名・子ど
もや職場の所属（幼稚園・保育所（園）・小学校）・希望
する会場・託児を希望する場合は子どもの氏名・年齢を
記入し、ファクスか郵送で

幼稚園・保育所（園）・小学校の親と
教育・保育職員の集い

　幼稚園や保育所 （園） から小学校への入学を円滑に進め
るため、パネラーによる提言発表や質疑応答、全体交流
を行います。託児も無料です。

『小学校入学に向けて家庭で育みたいこと』

「子どもを伸ばすほめ方、しかり方とは？」

《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

らんらんクラブ

対象 1歳～就園前の子どもと保護者
日時 11月16日（水） 10:00～11:30
定員　先着10組程度
申込方法 10月13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!」

《会場・詳細》子育て世代包括支援センター「ここらん」☎・ 45-2022 050-0083 東町4-20-6FAX

ロボットアリーナ体験教室ロボットアリーナ体験教室

　自動でじゃんけんができるキットです。

　電子工作の基礎を学べます。作製した物は持ち帰る
ことができます。

対象　小学1～3年生
日時 10月29日（土） 10:30～12:00

「じゃんけんボックスを作ろう！」
　カップラーメンの3分間タイマーを製作します。
対象　小学4～6年生
日時 10月29日（土） 14:00～16:00

「カップラーメンタイマーを作ろう！～はんだ工作」

定員　　各8人(定員超えは抽選、保護者の同伴は1人まで)
申込方法　10月3日12時から14日17時まで、ホームページの申込フォームで

《会場・詳細》室蘭工業大学ロボットアリーナ ☎46-5337

無料

無料
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　幼児期にさまざまな動きを経験して、コーディ
ネーション能力を身に付けましょう。
日時　10月～令和5年3月の火曜日 （月3回程度）
　　　15:00～16:00

キッズボール教室

　リズムに合わせて楽しく踊り、
体を動かしましょう。
日時　10月～令和5年3月の木曜日 （月3回程度）
　　　15:00～16:00

ダンス＆バトン

ハロウィン
仮装おはなし会

対象　3歳～小学生
日時　10月22日（土）
　　　13:30～14:10
定員　先着20人程度

　仮装をしてハロウィンおは
なし会を楽しみます。仮装グ
ッズも用意しています。

手形でアート「ハロウィン」

日時　10月12日（水）・13日（木）
　　　10:00～
定員　各先着10組
申込方法　10月1日から、電話また
　　　　　は窓口に直接

　完成品は後日渡します。
ハロウィンフォトスポット
日時　10月8日（土）～31日（月）
　　　10:00～16:45
ハロウィンクッキーに顔をかこう♪
日時　10月10日（月）～31日（月）
　　　10:00～16:45
魔女からの挑戦状
～まちがいさがし～
日時　10月29日（土）～31日（月）
　　　10:00～16:45

対象　2歳以下の子どもと保護者
《会場・詳細》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

無料

当日
直接

ハロウィンねぞうアート
日時　10月19日（水）～ 31日（月）
　　　10:00～16:45

当日
直接

当日
直接

当日
直接

当日
直接

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・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

対象　小学生以下の子どもと保護者

•月末図書整理による休館日…10月28日（金）

　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　10月26日（水） 10:45～11:30
会場 図書館本館　定員　先着5組程度　申込方法　10月25日まで、電話で

《詳細》図書館 ☎22-1658

ステップライブラリー

読書週間特別展示 おはなし会

無料

当日
直接

　絵本の読み聞かせや
パネルシアター、わらべ
歌遊びなどを行います。
対象　幼児～小学生
日時　10月29日（土）
　　　10:45～11:30
会場　図書館輪西分室

Physical+
フィジカル

室蘭水族館
今シーズン閉館感謝イベント

HAPPY HALLOWEEN♪

《詳細》水族館 ☎27-1638

入館料 大人400円、高校生200円（生徒
手帳提示）、中学生以下は無料

Ｂ＆Ｇ親子でチャレンジスポーツ教室Ｂ＆Ｇ親子でチャレンジスポーツ教室

この一冊に、ありがとう

対象 小学3～6年生の子どもと保護者 （子どもと保護者各1人で1組）
会場 Ｂ＆Ｇ海洋センター （ボール遊びは武揚体育館、カヤック、ス
タンドアップパドルボードはげんき館ペトトル）
料金　各1,500円
申込方法 10月1日から31日まで、申込フォーム、また
は、Ｂ＆Ｇ海洋センター、㊆栗林商会アリーナ、入江運
動公園温水プール、げんき館ペトトルに備え付けの申込
書をファクスで

　おいしい食べ物などが当たる抽選会を
行います。
対象 有料入館者（パスポート所有者含む）
日時 10月9日（日）・10日（月） 13:30
会場　水族館事務所前芝生 
　　　（雨天時は休憩室）
申込方法　当日9時30分から13時まで、
水族館正門で抽選券を配布

日時　10月9日（日）・10日（月） 9:30
定員　先着100人

・ファンタジーの世界へようこそ！
　図書館職員の紹介ポップとともに展示します。
・おすすめの本を帯で紹介します！
　8月に開催した「お気に入りの本で帯を作ろ
う！」で作成した帯を本と一緒に展示します。
日時　10月27日（木）～11月9日（水）
　　　10:00～18:00
会場　図書館本館

10/27㊍～11/9㊌ 読書週間 標語

《詳細》Ｂ＆Ｇ海洋センター ☎26-2082 　26-2083FAX
《会場・詳細》スポーツ協会 ☎84-6270

対象　平成28年4月2日～平成30年4月1日に生
まれた子ども
会場　㊆栗林商会アリーナ　定員　各先着15人
料金　各月額3,000円（別途、保険料
　　　は任意で申し込み）
申込方法　事前に申込フォームまたは
　　　　　電話で

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 11月11日（金） 13:30～14:30
定員　先着10組程度
申込方法 10月13日から、申込フォームで

はじめてママの

「抱っこと眠りの話(何で泣くの？)」

　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 11月8日（火） 13:30～14:45
定員　先着15組
申込方法 11月1日まで、申込フォームで

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　10月21日（金） 13:00～15:00
定員　先着10組
申込方法　10月14日まで、申込フォームで

ぴよぴよクラブ

対象 0歳の赤ちゃんと保護者
日時 11月2日（水） 13:30～14:30
定員　先着15組程度
申込方法 10月6日から、申込フォームで

０歳の親子講座

「離乳食のお話」
ここらんクラブ

対象 1歳～就園前の子どもと保護者
日時 11月30日（水） 10:00～11:00
定員　先着15組程度
申込方法 10月24日から、申込フォームで

たのしくあそぼう！

「色々 な遊具で体を動かしてあそぼう!」

子育てについて学びませんか？

　栄養士から妊娠期・授乳期の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

対象　就学前の子どもがいる親　
日時 11月29日（火） 10:00～11:00（10:30～参加者交流）
申込方法 10月19日から、申込フォームで

対象　小学生の子どもがいる親　
日時 11月10日（木） 10:00～11:00（10:30～参加者交流）
申込方法 10月21日から11月4日まで、申込フォームで
定員　各先着10人

地域子育てセミナー

（幼児を持つ親編）

（小学生を持つ親編）

　親としての心構えや子育ての方法などを学びます。最
新の情報提供や意見交流など、笑顔の子育てを応援します。
託児も無料で行います。

「こんな時どうする？子育てあるある話！」

対象　令和5年度以降小学校に入学予定の子どもの保護
者、教育・保育職員、関心のある人

申込方法　天神小学校会場は10月27日まで、地球岬小
学校会場は11月10日まで、電話、または、氏名・子ど
もや職場の所属（幼稚園・保育所（園）・小学校）・希望
する会場・託児を希望する場合は子どもの氏名・年齢を
記入し、ファクスか郵送で

幼稚園・保育所（園）・小学校の親と
教育・保育職員の集い

　幼稚園や保育所 （園） から小学校への入学を円滑に進め
るため、パネラーによる提言発表や質疑応答、全体交流
を行います。託児も無料です。

『小学校入学に向けて家庭で育みたいこと』

「子どもを伸ばすほめ方、しかり方とは？」

《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

らんらんクラブ

対象 1歳～就園前の子どもと保護者
日時 11月16日（水） 10:00～11:30
定員　先着10組程度
申込方法 10月13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!」

《会場・詳細》子育て世代包括支援センター「ここらん」☎・ 45-2022 050-0083 東町4-20-6FAX

ロボットアリーナ体験教室ロボットアリーナ体験教室

　自動でじゃんけんができるキットです。

　電子工作の基礎を学べます。作製した物は持ち帰る
ことができます。

対象　小学1～3年生
日時 10月29日（土） 10:30～12:00

「じゃんけんボックスを作ろう！」
　カップラーメンの3分間タイマーを製作します。
対象　小学4～6年生
日時 10月29日（土） 14:00～16:00

「カップラーメンタイマーを作ろう！～はんだ工作」

定員　　各8人(定員超えは抽選、保護者の同伴は1人まで)
申込方法　10月3日12時から14日17時まで、ホームページの申込フォームで

《会場・詳細》室蘭工業大学ロボットアリーナ ☎46-5337

無料

無料
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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　10月30日（日）
　　　15:30～16:15
定員　先着10人　　料金　500円
申込方法 10月29日まで、電話で

《会場・詳細》サンライフ ☎55-3040

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

子どもの居場所クルハウス 無料
　大学生と一緒に勉強し
たり、遊んだりできます。
毎週土曜日は、子ども食
堂も開催しています。
対象　小中学生
日時　毎週金曜日　15:00～19:00
　　　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
料金　大人200円、大学生以下無料（子
ども食堂を利用する場合）
申込方法　各前日まで、電話、メール
またはLINE（@247tehrj）で
詳細 ＮＰＯ法人くるくるネット・鳥山
☎48-9133 toriyama@kuru2.net

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　10月12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

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　10月15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

みくにっ子文庫おはなし会 無料
　おはなし『どんどんまこう』『どろ
んこおそうじ』『ルリユールおじさん』
を行います。
日時　10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）
詳細　同教会 ☎22-6086

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

心身ともに余裕のある妊娠出産
のためのマタニティ講座 無料
　マタニティヨガ体験や妊婦の産後の
体、栄養、生活についてお話しします。
その他、mamサークルなども行ってい
ます。詳細はお問い合
わせください。
対象　おおむね妊娠5
カ月以降の妊婦
日時　10月17日（月）
　　　13:00～14:00
会場　yoga&mama salon ATmam
　　　（日の出町3-5-22）
定員　先着5人
申込方法　事前に申込
フォームで
詳細　yoga&mama salon ATmam
　　　☎050-6867-5832

小学校就学時の健康診断を行います
　令和5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月中旬に案内を送付しています。

対象　平成28年4月2日～平成29年4月1日
に生まれた子ども
受付時間　12:30～
　　　　　（海陽・天神小学校は、12:00～）
会場　㊆栗林商会アリーナ

《詳細》学校教育課 ☎22-5055

入学予定校 日程
みなと小学校 10月4日（火）
地球岬小学校 11月10日（木）
海陽小学校 10月19日（水）
天神小学校 10月17日（月）
旭ヶ丘小学校 10月13日（木）
八丁平小学校 12月1日（木）
蘭北小学校 10月26日（水）
白蘭小学校 10月5日（水）

日　時 会　場
10月9日（日）
11:00～15:00

ふれあいサロン
ほっとな～る（中島町）

10月16日（日）
11:00～15:00

えみらん1階
多目的室

幕西分室
（幕西町2-11）

毎週月曜日
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


