
8月の
親子おでかけ情報

《詳細》土木課管理係 ☎25-2574

　だんパラ公園運動広場の休憩室がリニューア
ルオープンしました。室内はカラフルなカーペッ
ト敷きで、幼児向けの遊具や絵本が充実。屋外
の運動広場で遊べるサッカーボールやバドミン
トンなどの無料貸し出しも行っています。

だんパラ公園

オープン

ちびっこサンパワー
ハウス

無料

無料

無料

《詳細》図書館 
☎22-1658

8月28日（金）は、月末図書整理日のため休館します。

8月1日（土） 10:30～10:50日　  時

9:00～17:00開館時間

図書館本輪西分室会　  場

8月5日（水） 10:30～10:50日　  時
図書館本館会　  場

図書館の催し

おはなし会

8月16日（日） 10:30～10:50日　  時

投影時間

図書館本館会　  場

英語のおはなし会

無料

8月12日まで、電話で申込方法

8月19日（水）
10:30～11:30

日　  時

先着3組程度定　  員
図書館本館会　  場

　３歳までの親子を対象に、
１組ごとに読み聞かせとお
すすめの絵本を紹介します。

～絵本とともだちに～

赤ちゃん
ライブラリー

当日
直接

当日
直接

今月の水族館

夏休み科学館祭8/8土～10月

プラネタリウム　～夏の星座～

食べ物教室
「アイスキャンディー作り」

浜焼き

ペンギンを探せ！

《詳細》水族館 ☎27-1638

《詳細》青少年科学館 ☎22-1058

　ペンギンの写真を探して、
景品をゲットしよう！

先着30人定　  員
小学生対　  象

大人300円、高校生100円、
中学生以下と70歳以上は無料

入館料

高校生以上300円、中学生以下と70歳以上は
無料、年間パスポート1,000円

入館料

当日会場で申込方法

10:00～
（なくなり次第終了）

13:00～14:00
（12:30から受け付け）

（荒天中止）

　新鮮な魚介類の炭火焼
きを販売します

13日（木）～16日（日）

15日（土）

風船家
ノリさんの
バルーンアート
10:00～15:30

8日（土）・9日（日）

　工作教室・実験教室は1人につき1講座までで、当日10時から整理券を配布し
ます。一部有料の講座があります。実験教室の対象は小学生以上です。工作教室
に参加を希望する就学前の子どもは、保護者が同伴してください。

工作教室
①11:10～
②14:15～

ワンドスコープ万華鏡
プラ板

8日（土）

ワンドスコープ万華鏡
アイロンビーズ

ビー玉迷路
アイロンビーズ

スライム スライム スライム

9日（日） 10日（月）

各10人

各15人

実験教室
13:00～

空気の力で実験 液体窒素実験 ドライアイス実験 各30人

定員
①11:30～12:30
②14:30～15:30

おもしろ遊びランド
「牛乳パックで遊ぼう」

・牛乳パックでおもちゃづくり
・牛乳パックで自由工作
10:00～17:00

中庭
・水ロケット　・シャボン玉
・水遊び　・太陽光クッキング
10:00～16:00

プラネタリウム入場料

（雨天中止）

「アイスキャンディー作り」

「牛乳パックで遊ぼう」

駐車場

運動広場

●

★

ちびっこ
サンパワーハウス

山の駅
ロッジだんパラ

　　　　　①11:00～  ②13:30～  ③15:00～
　　　　　　　　　　　大人140円、高校生50円、小・中学生40円、幼児は無料

17 広報むろらん 2015年8月



《会場・詳細》子ども発達支援センターあいくる
　　　　　 ☎25-5503

ベビーマッサージ講座
赤ちゃんとママのための

1カ月健診を終了している
赤ちゃんとお母さん

対　  象

8月1日から21日まで、電話で申込方法

8月28日（金） 
14:00～16:00

日　  時

就学前の子どもと保護者対　  象

事前に電話で申込方法
8月12日（水） 10:00～12:30日　  時

先着10組定　  員

1,500円料　  金

　「寝つきがよくなる」「免疫力がつく」
といわれているベビーマッサージで、
親子のスキンシップを深めましょう。

　夏のおでかけで日焼けした後の、
赤ちゃんのスキンケアについてお話
します。

　“あいくる” の一日を体験しませんか？体を使っ
た遊び、回転盤やトランポリンでの感覚遊びや、
手遊びなどを楽しみます。また、小集団での食事
や子ども用トイレを使った排せつを体験します。

心を育むベビースキンケア
～夏のお肌を守る3つの方法～

8月1日から20日まで、電話で申込方法

8月21日（金） 
14:00～15:30

日　  時

先着6組定　  員

2カ月～2歳までの
子どもとお母さん

対　  象

2,500円料　  金

無料

無料

無料
無料

りにゅう食教室
　簡単なメニューと作り方を紹介し
ます。栄養士・保健師による子育て
相談も受け付けています。

《詳細》健康推進課 ☎45-6610

これから離乳食を始める、
または初期・中期食を
始めている赤ちゃん
のいる人

対　  象

8月17日まで、電話で申込方法

8月18日（火） 
13:30～15:00

日　  時

保健センター会　  場

パパ・ママ
いっぱい遊ぼう!!

　親子で一緒に遊びやゲーム、わらべ歌などを楽しみます。

《会場・詳細》つどいの広場「サンキッズ」 ☎45-2022

就学前の子どもと保護者対　  象

8月3日から、
開設日に電話か直接

申込方法

8月28日（金） 
10:30～11:30

日　  時

先着15組定　  員

2、3、4歳児と親の家庭教育セミナー
　今日の家庭は、少子化、核家族化しています。そこで、親に
は子育て情報などを提供し、子どもには遊びや交流を通してほ
かの子どもと関わり、社会性・人間性を育成する機会を提供し
ます。親子で楽しむリズム運動や子育ての心構えのお話もあり
ます。日曜日は、お父さんも一緒に参加を！

2、3、4歳児とその親対　  象

1,000円料　  金

9月1日・8日・15日・29日、
10月4日・6日

（火曜日5回、日曜日1回、全6回）
10:00～11:45

日　  時

15組 （定員を超えた場合は抽選）定　  員

蘭中児童センター会　  場

大人気!

《会場・詳細》サンライフ室蘭 ☎55-3040

《会場・申込先》常盤保育所子育て支援センター
　　　　　　 らんらん ☎25-6002

平成24年10月から平成25年5月までに
生まれた子どもと親

対　  象

9月18日・25日、10月2日・9日
（金曜日、全４回） 10:00～11:30

9月25日は、生涯学習アドバイザーの講話もあります。

日　  時

8月20日8時45分から、電話で申込方法

2歳児の
ちびっこ
クラブ

　親子のふれあい遊びやママ同士の交流を通
して、楽しみながら子育てができるようお手伝
いします。子育て相談も受け付けています。

親子
講座 先着10組　※再参加はできません。定　  員

わんぱくキッズ集まれ
！

開設日

大好き

申込方法 8月3日から21日まで、住所・参加者全員の氏名（ふりが
な）・電話番号・子どもの性別・生年月日を記入し、ファクス
かはがきで。また6カ月以上の子どもの託児を受けます。希
望者は該当する子どもの名前を○で囲み、性別・生年月日
を記入してください。

《詳細》生涯学習課 ☎22-5081 思22-6602 　051-8511 幸町1-2

毎週月・水・金曜日
第2・4土曜日
10:00～16:00

　妊婦さんを対象に、母子健康手帳・妊娠一般
健康診査受診票の交付や、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
越しください。

母子健康手帳を
交付しています

《詳細》健康推進課 ☎45-6610

《詳細》子育て支援室幼児保育係 ☎25-2400

《詳細》健康推進課 ☎45-6610

　子どもの体重などの計測をして成長を確認
し、ママ同士の楽しいおしゃべりをしません
か？子育て相談もできます。

ここまま 相談広場

就学前の子どもと親、妊婦さん対　  象

8月19日（水） 
・10:00～11:00
　（1歳から就学前までの子ども）
・13:15～14:00
　（1歳未満の赤ちゃん、妊婦さん）

日　  時

保健センター会　  場

当日会場で申込方法

母子健康手帳用意する物

月～金曜日 8:45～17:00日　  時

妊娠届出書用意する物

無料

対象要件　①室蘭市に住民登録があること
②同一世帯に18歳まで（18歳到達後の最初の3月31日ま

で）の子どもが3人以上いること
③世帯の市民税所得割額の合計が30万1千円未満であること

申込方法　申し込みの必要はありません。保育所（園）の入所申込み、
または私立幼稚園就園奨励費補助金の申請で対象要件を
確認します。

　子育て世帯が子どもを生み育てやすい環境の充実を図るため、市で
は、幼稚園・保育所（園）の保育料などについて、第3子以降の無料化と、
婚姻歴のないひとり親家庭に対する寡婦（夫）控除の適用を実施して
います。

保育料の負担軽減で
子育て環境を充実

●第3子以降の保育料無料化

対象事業　・保育所の保育料、延長保育、一時預かり
　　　　　・私立幼稚園就園奨励費補助金
対象要件　子どもと生計を同じにする、婚姻歴のない、または婚姻状

態（事実婚を含む）にない母または父（父の場合は、合計所
得金額が500万円以下が対象になります）

控除額　合計所得金額によって控除額が異なります。

※税法上の控除を受けることはできません。
申込方法　保育所（園）または子育て支援室（市役所本庁舎 1 階）で

配布の申請書で

●寡婦（夫）控除みなし適用

8月

子
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1歳3カ月から就学前までの子ども対　  象

5日（水）・7日（金）・20日（木）・25日（火）
12:15～13:15
31日（月） 13:00～14:45

日　  時

800円料　  金

フッ素塗布
1歳未満の赤ちゃん

（標準的には5カ月以上
8カ月未満）

対　  象

6日（木）・26日（水）
12:50～13:45

日　  時

BCG予防接種

平成27年4月生まれの赤ちゃん（個人通知）対　  象

6日（木）・26日（水） 12:30～13:40日　  時

4カ月児健診

平成25年12月生まれの子ども（個人通知）対　  象

20日（木）・25日（火） 12:30～13:50日　  時

1歳6カ月児健診
平成24年7月生まれの子ども（個人通知）対　  象

5日（水）・7日（金） 12:30～13:50日　  時

3歳児健診

《詳細》図書館 ☎22-1658
6日（木）・26日（水） 13:00～15:00日　  時

ブックスタート
　４カ月健診終了後の赤ちゃんに、おすすめの絵本と
絵本の読み聞かせをプレゼントします。

親子読書
ふれあい事業 無料 当日

直接

予約 無料 予約

無料 当日
直接無料 当日

直接

無料 当日
直接

母子健康手帳を
忘れずに持って
くるワン

125万円以下
合計所得金額

区分

125万円超～500万円以下
500万円超

市民税非課税
30万円
26万円

26万円

寡婦 寡夫

7月から実施！
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《会場・詳細》子ども発達支援センターあいくる
　　　　　 ☎25-5503

ベビーマッサージ講座
赤ちゃんとママのための

1カ月健診を終了している
赤ちゃんとお母さん

対　  象

8月1日から21日まで、電話で申込方法

8月28日（金） 
14:00～16:00

日　  時

就学前の子どもと保護者対　  象

事前に電話で申込方法
8月12日（水） 10:00～12:30日　  時

先着10組定　  員

1,500円料　  金

　「寝つきがよくなる」「免疫力がつく」
といわれているベビーマッサージで、
親子のスキンシップを深めましょう。

　夏のおでかけで日焼けした後の、
赤ちゃんのスキンケアについてお話
します。

　“あいくる” の一日を体験しませんか？体を使っ
た遊び、回転盤やトランポリンでの感覚遊びや、
手遊びなどを楽しみます。また、小集団での食事
や子ども用トイレを使った排せつを体験します。

心を育むベビースキンケア
～夏のお肌を守る3つの方法～

8月1日から20日まで、電話で申込方法

8月21日（金） 
14:00～15:30

日　  時

先着6組定　  員

2カ月～2歳までの
子どもとお母さん

対　  象

2,500円料　  金

無料

無料

無料
無料

りにゅう食教室
　簡単なメニューと作り方を紹介し
ます。栄養士・保健師による子育て
相談も受け付けています。

《詳細》健康推進課 ☎45-6610

これから離乳食を始める、
または初期・中期食を
始めている赤ちゃん
のいる人

対　  象

8月17日まで、電話で申込方法

8月18日（火） 
13:30～15:00

日　  時

保健センター会　  場

パパ・ママ
いっぱい遊ぼう!!

　親子で一緒に遊びやゲーム、わらべ歌などを楽しみます。

《会場・詳細》つどいの広場「サンキッズ」 ☎45-2022

就学前の子どもと保護者対　  象

8月3日から、
開設日に電話か直接

申込方法

8月28日（金） 
10:30～11:30

日　  時

先着15組定　  員

2、3、4歳児と親の家庭教育セミナー
　今日の家庭は、少子化、核家族化しています。そこで、親に
は子育て情報などを提供し、子どもには遊びや交流を通してほ
かの子どもと関わり、社会性・人間性を育成する機会を提供し
ます。親子で楽しむリズム運動や子育ての心構えのお話もあり
ます。日曜日は、お父さんも一緒に参加を！

2、3、4歳児とその親対　  象

1,000円料　  金

9月1日・8日・15日・29日、
10月4日・6日

（火曜日5回、日曜日1回、全6回）
10:00～11:45

日　  時

15組 （定員を超えた場合は抽選）定　  員

蘭中児童センター会　  場

大人気!

《会場・詳細》サンライフ室蘭 ☎55-3040

《会場・申込先》常盤保育所子育て支援センター
　　　　　　 らんらん ☎25-6002

平成24年10月から平成25年5月までに
生まれた子どもと親

対　  象

9月18日・25日、10月2日・9日
（金曜日、全４回） 10:00～11:30

9月25日は、生涯学習アドバイザーの講話もあります。

日　  時

8月20日8時45分から、電話で申込方法

2歳児の
ちびっこ
クラブ

　親子のふれあい遊びやママ同士の交流を通
して、楽しみながら子育てができるようお手伝
いします。子育て相談も受け付けています。

親子
講座 先着10組　※再参加はできません。定　  員

わんぱくキッズ集まれ
！

開設日

大好き

申込方法 8月3日から21日まで、住所・参加者全員の氏名（ふりが
な）・電話番号・子どもの性別・生年月日を記入し、ファクス
かはがきで。また6カ月以上の子どもの託児を受けます。希
望者は該当する子どもの名前を○で囲み、性別・生年月日
を記入してください。

《詳細》生涯学習課 ☎22-5081 思22-6602 　051-8511 幸町1-2

毎週月・水・金曜日
第2・4土曜日
10:00～16:00

　妊婦さんを対象に、母子健康手帳・妊娠一般
健康診査受診票の交付や、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
越しください。

母子健康手帳を
交付しています

《詳細》健康推進課 ☎45-6610

《詳細》子育て支援室幼児保育係 ☎25-2400

《詳細》健康推進課 ☎45-6610

　子どもの体重などの計測をして成長を確認
し、ママ同士の楽しいおしゃべりをしません
か？子育て相談もできます。

ここまま 相談広場

就学前の子どもと親、妊婦さん対　  象

8月19日（水） 
・10:00～11:00
　（1歳から就学前までの子ども）
・13:15～14:00
　（1歳未満の赤ちゃん、妊婦さん）

日　  時

保健センター会　  場

当日会場で申込方法

母子健康手帳用意する物

月～金曜日 8:45～17:00日　  時

妊娠届出書用意する物

無料

対象要件　①室蘭市に住民登録があること
②同一世帯に18歳まで（18歳到達後の最初の3月31日ま

で）の子どもが3人以上いること
③世帯の市民税所得割額の合計が30万1千円未満であること

申込方法　申し込みの必要はありません。保育所（園）の入所申込み、
または私立幼稚園就園奨励費補助金の申請で対象要件を
確認します。

　子育て世帯が子どもを生み育てやすい環境の充実を図るため、市で
は、幼稚園・保育所（園）の保育料などについて、第3子以降の無料化と、
婚姻歴のないひとり親家庭に対する寡婦（夫）控除の適用を実施して
います。

保育料の負担軽減で
子育て環境を充実

●第3子以降の保育料無料化

対象事業　・保育所の保育料、延長保育、一時預かり
　　　　　・私立幼稚園就園奨励費補助金
対象要件　子どもと生計を同じにする、婚姻歴のない、または婚姻状

態（事実婚を含む）にない母または父（父の場合は、合計所
得金額が500万円以下が対象になります）

控除額　合計所得金額によって控除額が異なります。

※税法上の控除を受けることはできません。
申込方法　保育所（園）または子育て支援室（市役所本庁舎 1 階）で

配布の申請書で

●寡婦（夫）控除みなし適用

8月
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1歳3カ月から就学前までの子ども対　  象

5日（水）・7日（金）・20日（木）・25日（火）
12:15～13:15
31日（月） 13:00～14:45

日　  時

800円料　  金

フッ素塗布
1歳未満の赤ちゃん

（標準的には5カ月以上
8カ月未満）

対　  象

6日（木）・26日（水）
12:50～13:45

日　  時

BCG予防接種

平成27年4月生まれの赤ちゃん（個人通知）対　  象

6日（木）・26日（水） 12:30～13:40日　  時

4カ月児健診

平成25年12月生まれの子ども（個人通知）対　  象

20日（木）・25日（火） 12:30～13:50日　  時

1歳6カ月児健診
平成24年7月生まれの子ども（個人通知）対　  象

5日（水）・7日（金） 12:30～13:50日　  時

3歳児健診

《詳細》図書館 ☎22-1658
6日（木）・26日（水） 13:00～15:00日　  時

ブックスタート
　４カ月健診終了後の赤ちゃんに、おすすめの絵本と
絵本の読み聞かせをプレゼントします。

親子読書
ふれあい事業 無料 当日

直接

予約 無料 予約

無料 当日
直接無料 当日

直接

無料 当日
直接

母子健康手帳を
忘れずに持って
くるワン

125万円以下
合計所得金額

区分

125万円超～500万円以下
500万円超

市民税非課税
30万円
26万円

26万円

寡婦 寡夫

7月から実施！
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