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健康推進

1㈯ おはなし会
10:30～　図書館本輪西分室

2㈰ 「サンデーパパ」おとうさん、あそぼ！
10：00～　常盤保育所子育て支援センターらんらん

おはなし会
10:30～　図書館本館

5㈬
3歳児健診
12:30～　保健センター

7㈮ 3歳児健診
12:30～　保健センター

10㈪
11㈫
12㈬

親子で簡単製作
10日　9:30～、13:30～（就学前までの子ども）
11日　9:30～（満１歳から就学前までの子ども）
　　 13:30～（満１歳未満の子ども）
12日　9:30～（満１歳から就学前までの子ども）
　　　　　　　常盤保育所子育て支援センターらんらん

13㈭

〝であえーる″であそぼう！
10：30～　道営住宅「であえーる」集会所

４カ月児健診 (大きめのバックなどを持参)
12：30～　保健センター
　　　　　健診後に 　　●絵本の読み聞かせと絵本 　　●絵本の読み聞かせと絵本 　　●絵本の読み聞かせと絵本 　　●絵本の読み聞かせと絵本
　　　　　プレゼント　 ●室蘭オリジナル　乳幼児用の食器　 ●室蘭オリジナル　乳幼児用の食器　 ●室蘭オリジナル　乳幼児用の食器　 ●室蘭オリジナル　乳幼児用の食器

13㈭
14㈮

12月生まれのおたんじょうかい
11：20～　子育て世代包括支援センター

15㈯ ほかほかルーム開放（冬の遊び場）
  9：30～　常盤保育所子育て支援センターらんらん

17㈪
ここまま相談広場
10:00～（1歳から就学前までの子ども)
13:15～（1歳未満の赤ちゃんと妊婦)
　　　　　保健センター

18㈫

12月生まれのお誕生会
  9：30～（満1歳から就学前までの子どもと保護者）
13：30～（満1歳未満の子どもと保護者）
　　　　　常盤保育所子育て支援センターらんらん

親子で楽しむ簡単せいさく
10：00～　子育て世代包括支援センター

1歳6カ月児健診(平成29年4月生まれの子ども)
12:30～　保健センター

20㈭
1歳6カ月児健診(平成29年4月生まれの子ども)
12:30～　保健センター

20㈭
21㈮

親子で楽しむ簡単せいさく
10：00～　子育て世代包括支援センター

26㈬
４カ月児健診 (大きめのバックなどを持参)
12：30～　保健センター
　　　　　健診後に 　　●絵本の読み聞かせと絵本 　　●絵本の読み聞かせと絵本 　　●絵本の読み聞かせと絵本 　　●絵本の読み聞かせと絵本
　　　　　プレゼント　 ●室蘭オリジナル　乳幼児用の食器　 ●室蘭オリジナル　乳幼児用の食器　 ●室蘭オリジナル　乳幼児用の食器　 ●室蘭オリジナル　乳幼児用の食器

27㈭ 〝であえーる″であそぼう！
10：30～　道営住宅「であえーる」集会所

子育て支援課 ☎50-5101　　
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 ☎45-2022
常盤保育所子育て支援センターらんらん ☎25-6002

《詳細》
市ホームページにも
「子育ておでかけ情報」
を掲載しています。健康推進

子育包括

子 育 て

らんらん

各施設の年末年始の休館日は、12、13ページをご覧ください。

図 書 館

…子どもの健診

子育て支援センター
らんらん(常盤保育所内)

《詳細》子育て支援センターらんらん ☎25-6002

子育て世代
包括支援センター（保健センター5階）

開放日　月～金曜日（祝日を除く）
開放時間　10：00～16：00みんなの広場

《詳細》健康推進課 ☎45-6610

ままカフェ12/19 10:00～12:00

《詳細》子育て世代包括支援センター ☎45-2022

水

ミニ講座 しあわせ授乳

時間　11:00～

当日
直接
当日
直接

日時　12月19日(水)  10:30～11:30
会場　図書館本館　　定員　先着3組程度
申込方法　12月12日まで、 電話で

～絵本とともだちに～
赤ちゃんライブラリー

会場　保健センター　　用意する物　母子健康手帳

《詳細》図書館☎22-1658

月末図書整理
による休館日
12月28日(金)

　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。

　「みんなの広場」は、 第2・4土曜日にも開館してい
ましたが、 12月から土曜日は休館します。

　妊娠中から授乳が確立するまでの道のりにつ
いて、プレママ・新米ママたちの疑問に答えな
がらお話します。

　プレママ (16週以降の安定期の妊婦) とママ
(産後1～4カ月頃)のための交流の場で、 赤ちゃんも
一緒に参加できます。 自由に飲んでいただけるノン
カフェインティーを用意しています。

子どもの予防接種

フッ素塗布
対象　1歳3カ月から就学前までの子ども
日時　5日(水)・7日(金)・18日(火)・20日(木)
　　　12:15～13:15
　　　27日(木) 13:00～14:45　　料金　800円

BCG予防接種
対象　1歳未満の赤ちゃん
　　　（標準的には5カ月以上8カ月未満）
日時　13日(木)・26日(水)  12:50～13:45

《詳細》健康推進課
　　　☎45-6610

予約予約

予約予約無料無料

無料無料

無料無料

当日
直接
当日
直接無料無料

フリールーム 0歳児ルーム わくわくルーム

対
象

就学前までの
子どもと保護者

9:30～11:30
13:30～15:00

満1歳未満の
子どもと保護者

火・木曜日
13:30～15:00

満1歳から就学前まで
の子どもと保護者

火・水曜日・28日(金)
9:30～11:30

開
放
日
時

土曜日は休館になります

12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。

月曜日
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冬休み工作講座

講　座 日時(平成31年) 内　　容

パソコン教室 1月6日(日)
10:00～14:00

木工作 1月8日(火)
10:15～12:00

日程　平成31年1月5日(土)　　定員　各先着15人

ふゆやすみ木工教室

申込方法　12月6日から16日まで、 電話で

定員　各日10人（定員を超えた場合は抽選）
申込方法　12月3日から14日まで、住所・氏名・学校名・電話番号・希望するイベント名
　　　　　と日時を記入し、ファクス、メールまたは郵送で

無料無料無料無料無料無料

無料無料無料無料無料無料

無料無料無料無料無料無料
《詳細》室蘭工業大学ロボットアリーナ ☎・　 46-5337

050-8585 水元町27-1
FAX

ra_apply@mmm.muroran-it.ac.jp

イベント 対　象 日時(平成31年)

小学５・６年生

出来上がった
ロボットは

持ち帰れるよ!

対象　小学生
日時　平成31年1月12日(土)　13：30～14：30
会場　図書館本館　　定員　先着20人
申込方法　12月4日から、電話で

《詳細》図書館 ☎22-1658

《詳細》青少年科学館 ☎22-1058

見てわかる物質の不思議
科学館サイエンススクール

「圧力でこおらせよう」（午前）
「超伝導を体験しよう」(午後)
対象　小学生（1・2年生は保護者同伴)
日時　12月22日(土) 10：30～14：30
定員　先着10人
申込方法　12月7日から16日まで、電話または直接

冬
休
み
イ
ベ
ン
ト

小学１・２年生

小学３・４年生

科学館

ロ
ボ
ッ
ト
ア
リ
ー
ナ

①1月6日10:30～12:00　②　7日14:00～15:30

①1月6日14:00～16:00　②12日10:30～12:30

①1月7日10:30～12:30　②12日14:00～16:00

　組み木の「くま」に、紙やすりを
かけて完成させます。

くふうして楽しく工作をしよう
無料無料

対象　小学生（4年生以下は保護者同伴)　　定員　各先着10人
料金　各300円　　申込方法　12月5日から16日まで、 直接

科学館

よく光る楽しいランタンを作ろう！
対象　小学1～3年生
時間　10:00～12:00

水切り器で発電機を作ろう！
対象　小学4～6年生
時間　13:30～15:30

お絵かきソフトでカレンダー作り
用意する物　昼食、新品のCD-R

トンカチをつかって木片アート

ひかる☆スノードームを作ろう！

進め！カメロボットを作ろう

走破！クローラーロボットを作ろう

プラネタリウム劇プラネタリウム劇

科学館
クリスマス特別企画
科学館
クリスマス特別企画

時間　11:00～11:30、 
　　　13:30～14:00
定員　各70人程度
       （就学前の子供は保護者同伴)
プラネタリウム入場料　
　　大人200円、高校生100円、
　　65歳以上130円、中学生以下
　　40円

時間　11:00～11:30、 
　　　13:30～14:00
定員　各70人程度
       （就学前の子供は保護者同伴)
プラネタリウム入場料　
　　大人200円、高校生100円、
　　65歳以上130円、中学生以下
　　40円

時間　11:00～11:30、 
　　　13:30～14:00
定員　各70人程度
       （就学前の子供は保護者同伴)
プラネタリウム入場料　
　　大人200円、高校生100円、
　　65歳以上130円、中学生以下
　　40円

時間　11:00～11:30、 
　　　13:30～14:00
定員　各70人程度
       （就学前の子供は保護者同伴)
プラネタリウム入場料　
　　大人200円、高校生100円、
　　65歳以上130円、中学生以下
　　40円

　室蘭清水丘高等学校演劇部によ
る劇に、プラネタリウムの星空を
組み合わせたオリジナル公演です。
　当日10時から整理券を配布します。

　室蘭清水丘高等学校演劇部によ
る劇に、プラネタリウムの星空を
組み合わせたオリジナル公演です。
　当日10時から整理券を配布します。

《詳細》青少年科学館 ☎22-1058《詳細》青少年科学館 ☎22-1058

冬休み工作教室　
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小さなサンタの
　　　 クリスマス
小さなサンタの
　　　 クリスマス

12/

16●日

入 館 料

大人400円、高校生200円、
65歳以上250円、
中学生以下は無料

冬休み講座冬休み講座

図
書
館

無料無料無料無料無料無料

対象　キッズパークに入場している小
　　　学生
日時　12月16日(日)　13:30～15:30
会場　キッズパーク内プレイコート
入場料　200円 （保護者は無料）

フリースタイル
　パフォーマンス＆
　　　チャレンジ教室
　レバンガ北海道所属選手などによる
バスケットボール教室です。
　料金は無料ですが、キッズパーク
の入場料が必要です。
　入場制限を行う場合があります。　

《詳細》キッズパーク ☎83-7752

対象　小学5年生～中学生
日時　12月15日(土)　13：30～15：30
会場　研修室
定員　先着20人（保護者同伴可）
申込方法　12月11日まで、同大学総務広
　　　　　報課に備え付け、またはホー
　　　　　ムページに掲載の申込書で

室蘭工業大学
サイエンススクール
　室蘭工業大学の若手教員と科学実験
をします。
　液体窒素を使った実験などを行います。
科学に興味や関心を深めましょう。

《詳細》同大学総務広報課 ☎46-5016

「きらん「きらん「きらん「きらん「きらん「きらん「きらん「きらん「きらん「きらん「きらん「きらん「きらん「きらん「きらん「きらん「きらん「きらん「きらん「きらん「きらん「きらん「きらん「きらん「きらん「きらん「きらん「きらん「きらん「きらん「きらん「きらん「きらん「きらん「きらん「きらん「きらん「きらん「きらん「きらん「きらん「きらん「きらん「きらん「きらん「きらん「きらん「きらん」」」」」」」」」」」」でででででで
楽楽楽楽楽楽ししししししもももももももももううううううううう

「きらん」「きらん」でで
楽しもう 楽しもう 

子育て応援ＥＸＰＯ 2018冬
　企業や市民団体などによる、親子で参加できるワークショップなどのブース
が出展します。家族みんなで楽しみましょう。（託児もあります）

日時　12月8日(土)・9日(日)　10：00～16：00
《詳細》同実施委員会 ☎090-7643-4202

12/1●土
オープン

生涯学習センター「きらん」
中島町2-22-1　☎83-7750

● ハンドメイド雑貨　● こども服無料交換会
● 親子で体験　● 子育て情報　● 飲食コーナー など

・キッズパーク…毎週火曜日
　（ただし、12月25日は開館）
・ブックパーク…12月28日

休
館
日
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講講 座座
無料無料

無料無料りにゅう食教室

《詳細》健康推進課 ☎45-6610

親子はっぴいクッキング
～スイーツコレクション～
対象　小学生と保護者
日時　12月27日(木)　10:00～13:00
会場　保健センター5階
内容　食育講話・調理実習（ふわふわパンケーキ、プリン、
　　　スムージー）
定員　先着15組
申込方法　12月3日から21日まで、電話で

日時　12月11日(火)  13：30～15：00
会場　保健センター3階
申込方法　12月10日まで、電話で

赤ちゃんとママのための

《会場・詳細》サンライフ室蘭 ☎55-3040

ファーストサイン教室
ファーストサインで
　食べ物だいすき♪

対象　生後2カ月以上の
　　　赤ちゃんとママ
日時　12月18日(火)
　　　13:00～14:00
定員　先着10組
料金　2,000円
申込方法　12月1日から17日
　　　　　まで、 電話で

赤ちゃんとママのための
ベビーマッサージ講座
深い眠りをさそう
　ベビーマッサージ♪

対象　生後2カ月～2歳ころ
　　　の子どもとママ
日時　12月14日(金）
　　　13:00～14:30
定員　先着6組
料金　2,500円
申込方法　12月1日から13日
　　　　　まで、 電話で

対象　5・6歳
日時　平成31年1月9日から30日までの水・土曜日 (全7回)
　　　水曜日…15:00～16:00
　　　土曜日…10:00～11:00
定員　10人　　料金　3,500円（任意で別途保険料800円）
用意する物　運動しやすい服装、 汗拭きタオル、 飲み物
申込方法　12月1日から22日まで、 B＆G海洋センター、 入江運
　　　　　動公園陸上競技場・温水プール、市体育館、げんき館
　　　　　ペトトルに備え付けの申込書に必要事項を記入し、 
　　　　　ファクス、 メール、 または直接

　マット運動や鉄棒などを使って、 運動に親しみます。
Ｂ＆Ｇ幼児体操教室

《会場・詳細》Ｂ＆Ｇ海洋センター ☎26-２０８２ 　26-２０８３
                    b_g_murorankaiyo@helen.ocn.ne.jp

FAX

室蘭工業大学サイエンススクール

　顕微鏡を使って〝細胞″を観察し、〝細胞″から〝DNA″を抽出
する実験を行います。

理科が好きになる顕微鏡観察
細胞観察とDNA抽出

対象　小学4～6年生
日時　12月22日(土)　10：00～11：00
会場　室蘭工業大学 教育・研究4号館
定員　先着8人（保護者の同伴可）
申込方法　12月3日から14日まで、 同大学総務広報課に備え付け、
　　　　　またはホームページに掲載の申込書で
《詳細》同大学総務広報課 ☎46-5016 　46-5032
            chiiki@mmm.muroran-it.ac.jp

FAX

　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。※再参加はできません。

《会場・詳細》子育て支援センターらんらん ☎25-6002

対象　平成30年2月から6月までに生まれた赤ちゃんと親
日時　1月15日・22日・29日(火曜日、 全3回) 
　　　13:30～15:00
　　　22日…管理栄養士の講話と離乳食の試食
定員　先着30組
申込方法　12月3日9時から、 電話で

無料無料

《会場・詳細》子育て世代包括支援センター ☎45-2022

対象　平成28年3月から10月までに生まれた子どもと親
日時　1月16日・23日・30日(水曜日、 全3回) 
         10:00～11:30
　　　23日…家庭指導教育セミナー指導員の講話
定員　先着10組
申込方法　12月3日8時45分から、 電話で

親子講座

　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が対象です。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。

無料無料

０歳児のひよこクラブ

２歳児のちびっこクラブ
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　クリスマスのお楽しみイベントです。
手作りプレゼントもあります。
日時　12月13日(木)　10:30～11:00
会場　イオン室蘭店
詳細　おはなしやさん・吉田
　　　☎43-5912

　
　子どもの言いたいことを引き出す聞
き方を、スクールカウンセラーがお話
します。
日時　12月16日(日)　10:00～11:30
会場　サンライフ室蘭
料金　500円
申込方法　電話またはメールで
　　 The birds and bees思春期活
動推進会・髙村 ☎090-1302-5116
　bird.bees2010@gmail.com

対象　生後1カ月以上の赤ちゃんとママ
日時　12月11日(火)　10:00～11:30
定員　先着10組
料金　2,000円（マッサージオイル付き)

 
　ハンドマッサージをしながら、参加
者同士で情報交換や交流を深めます。
対象　妊婦さん、ママ
日時　12月18日(火)　10:00～11:00
定員　先着10人
料金　1,000円

会場　道営住宅「であえーる」集会所
申込方法　各前日まで、メールで
　　　産後ケア教室SMILEサロン
　　　澤田 ☎080-6069-4254
　sawadahiromi.smile@gmail.com

　『エンデの贈り物』をモチーフに、
お金をテーマにした公演です。
対象　小学4年生～高校生と保護者
日時　12月5日(水)　18:40
会場　げんき館ペトトル

　親子で会員になって舞台鑑賞をした
り、遊んだりする子育ての会です。
対象　子どもと保護者
料金　１人（4歳以上）入会金200円、
　　　月額1,000円
　　　
　　　室蘭子ども劇場 ☎43-3790

　映画の上映と輪投げ・ボウリングな
どのミニゲームで楽しみましょう。
対象　小学生以下（幼児は保護者同伴)
日時　平成31年1月11日(金)
         13:30～16:00
会場　室蘭言泉学園遊技場
定員　先着20人
申込方法　12月3日から21日まで、
電話で
　　　いずみ子ども会（室蘭言泉学園
本部事務局内）高橋 ☎50-6720

　
　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　12月9日(日)　11:00～16:00
会場　ふれあいサロンほっとな～る    
　　　(中島町)

日時　12月23日(日) 10:00～16:00
会場　青少年科学館

　　　おもちゃの病院「中島」・水木
　　　☎46-7550　

　ボーイスカウト室蘭１団と一緒に、
餅つきをします。誰でも参加できます。
ご家族でお越しください。
日時　12月16日(日)
　　　10:00～13:00
料金　1人300円
申込方法　12月14日まで、電話で

　一年の終わりの鐘を、自分で鳴らし
てみませんか？どなたでも無料で参加
できます。温かい飲み物や年越しそば
を用意しています。
日時　12月31日(月)　23:45～

会場　本教寺 (常盤町6-14)
　　　同寺 ☎22-2811

　クリスマスにちなんだ語り聞かせや
パネルシアターで楽しみます。
日時　12月2日(日)  9:30～10:00
会場　日本キリスト教会
　　　室蘭教会
　　　（幸町5-16）
　　　同教会 ☎22-6086

　市内3カ所で民生・児童委員が中心
となり、親子のふれあいや交流の場と
して定期的にサロンを開設しています。

● ときわ子育てサロン（親子遊び）
対象　市内の就学前の子どもと親
日時　12月3日(月)・10日(月)
　　　10:00～12:00
会場　常盤町会館（中央町2-8-23)
　　　同サロン・出村 ☎22-1899

● 八丁平子育てサロン（親子遊びと昼食）
対象　市内の就学前の子どもと親
日時　12月11日(火) 10:00～12:00
会場　八丁平第一会館（八丁平3-33-1）
料金　1家族100円（昼食代)
　　　同サロン・中川 ☎46-2213

● 寿町子育てサロン（親子遊び）
対象　原則、日の出町・寿町・東町の
　　　就学前の子どもと親
　　　（その他の地域の参加は要相談）
日時　12月11日(火) 10:00～11:45
会場　寿町会館（寿町1-18-6）
         同サロン・斉藤 ☎46-2134

　子育てに役立つ情報や子育て応援団
を紹介しています。皆さんからの子育
てに役立つ情報もお待ちしています。
放送日時　毎週月曜日 11:00～11:30
放送局　ＦＭびゅー
周波数　84.2メガヘルツ
　　　室蘭まちづくり放送㈱＆FM
びゅーteamラジっ娘♥ ☎84-1662

子育て応援団からのお知らせ
＊おはなしやさんクリスマス会
　

無料
子育て応援団に
        入りませんか

無料

＊子育てのわ ～輪と和～

＊ベビーマッサージSMILEサロン

＊SMILEサロン

＊劇団風の子北海道
　「ボクラのばにしんぐポイント」

会員募集〝舞台鑑賞を楽しもう″

＊映画「パディントン」上映会＆
　ミニゲーム 無料 無料

無料

無料

＊おもちゃの修理

＊本教寺こどものつどい
　～おもちつき～

＊除夜の鐘を突いてみませんか

＊みくにっ子文庫
　クリスマスおはなし会

＊子育てサロン

＊ＦＭびゅー「ラジこらん」放送中

（10月31日現在）（10月31日現在）

officeホシサトミ(個人、親子イベント)
The birds and bees思春期活動推進会
サロン『ますいち』

《詳細》子育て支援課 ☎50-5101

　子育て応援の取り組みを継続し
て行う、市民・団体・商業者・会
社などが登録できます。まち全体
で子育てを応援しましょう。

応援団に
仲間入りしました
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　クリスマスのお楽しみイベントです。
手作りプレゼントもあります。
日時　12月13日(木)　10:30～11:00
会場　イオン室蘭店
詳細　おはなしやさん・吉田
　　　☎43-5912

　
　子どもの言いたいことを引き出す聞
き方を、スクールカウンセラーがお話
します。
日時　12月16日(日)　10:00～11:30
会場　サンライフ室蘭
料金　500円
申込方法　電話またはメールで
　　 The birds and bees思春期活
動推進会・髙村 ☎090-1302-5116
　bird.bees2010@gmail.com

対象　生後1カ月以上の赤ちゃんとママ
日時　12月11日(火)　10:00～11:30
定員　先着10組
料金　2,000円（マッサージオイル付き)

 
　ハンドマッサージをしながら、参加
者同士で情報交換や交流を深めます。
対象　妊婦さん、ママ
日時　12月18日(火)　10:00～11:00
定員　先着10人
料金　1,000円

会場　道営住宅「であえーる」集会所
申込方法　各前日まで、メールで
　　　産後ケア教室SMILEサロン
　　　澤田 ☎080-6069-4254
　sawadahiromi.smile@gmail.com

　『エンデの贈り物』をモチーフに、
お金をテーマにした公演です。
対象　小学4年生～高校生と保護者
日時　12月5日(水)　18:40
会場　げんき館ペトトル

　親子で会員になって舞台鑑賞をした
り、遊んだりする子育ての会です。
対象　子どもと保護者
料金　１人（4歳以上）入会金200円、
　　　月額1,000円
　　　
　　　室蘭子ども劇場 ☎43-3790

　映画の上映と輪投げ・ボウリングな
どのミニゲームで楽しみましょう。
対象　小学生以下（幼児は保護者同伴)
日時　平成31年1月11日(金)
         13:30～16:00
会場　室蘭言泉学園遊技場
定員　先着20人
申込方法　12月3日から21日まで、
電話で
　　　いずみ子ども会（室蘭言泉学園
本部事務局内）高橋 ☎50-6720

　
　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　12月9日(日)　11:00～16:00
会場　ふれあいサロンほっとな～る    
　　　(中島町)

日時　12月23日(日) 10:00～16:00
会場　青少年科学館

　　　おもちゃの病院「中島」・水木
　　　☎46-7550　

　ボーイスカウト室蘭１団と一緒に、
餅つきをします。誰でも参加できます。
ご家族でお越しください。
日時　12月16日(日)
　　　10:00～13:00
料金　1人300円
申込方法　12月14日まで、電話で

　一年の終わりの鐘を、自分で鳴らし
てみませんか？どなたでも無料で参加
できます。温かい飲み物や年越しそば
を用意しています。
日時　12月31日(月)　23:45～

会場　本教寺 (常盤町6-14)
　　　同寺 ☎22-2811

　クリスマスにちなんだ語り聞かせや
パネルシアターで楽しみます。
日時　12月2日(日)  9:30～10:00
会場　日本キリスト教会
　　　室蘭教会
　　　（幸町5-16）
　　　同教会 ☎22-6086

　市内3カ所で民生・児童委員が中心
となり、親子のふれあいや交流の場と
して定期的にサロンを開設しています。

● ときわ子育てサロン（親子遊び）
対象　市内の就学前の子どもと親
日時　12月3日(月)・10日(月)
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対象　市内の就学前の子どもと親
日時　12月11日(火) 10:00～12:00
会場　八丁平第一会館（八丁平3-33-1）
料金　1家族100円（昼食代)
　　　同サロン・中川 ☎46-2213

● 寿町子育てサロン（親子遊び）
対象　原則、日の出町・寿町・東町の
　　　就学前の子どもと親
　　　（その他の地域の参加は要相談）
日時　12月11日(火) 10:00～11:45
会場　寿町会館（寿町1-18-6）
         同サロン・斉藤 ☎46-2134

　子育てに役立つ情報や子育て応援団
を紹介しています。皆さんからの子育
てに役立つ情報もお待ちしています。
放送日時　毎週月曜日 11:00～11:30
放送局　ＦＭびゅー
周波数　84.2メガヘルツ
　　　室蘭まちづくり放送㈱＆FM
びゅーteamラジっ娘♥ ☎84-1662

詳細　おはなしやさん・吉田

　　　産後ケア教室

　　　室蘭子ども劇場 ☎43-3790

子育て応援団からのお知らせ
＊おはなしやさんクリスマス会
　

無料
子育て応援団に
        入りませんか

無料

＊子育てのわ ～輪と和～

＊ベビーマッサージSMILEサロン

＊SMILEサロン

＊劇団風の子北海道
　「ボクラのばにしんぐポイント」

会員募集〝舞台鑑賞を楽しもう″

　　　同教会 ☎22-6086

　　　同サロン・出村 ☎22-1899

　　　同サロン・中川 ☎46-2213

         同サロン・斉藤 ☎46-2134

　　　

　　　いずみ子ども会（室蘭言泉学園

　　　おもちゃの病院「中島

　　　同寺 ☎22-2811

＊映画「パディントン」上映会＆
　ミニゲーム 無料 無料

無料

無料

＊おもちゃの修理

＊本教寺こどものつどい
　～おもちつき～

＊除夜の鐘を突いてみませんか

＊みくにっ子文庫
　クリスマスおはなし会

＊子育てサロン

＊ＦＭびゅー「ラジこらん」放送中

（10月31日現在）（10月31日現在）

officeホシサトミ(個人、親子イベント)
The birds and bees思春期活動推進会
サロン『ますいち』

《詳細》子育て支援課 ☎50-5101

　子育て応援の取り組みを継続し
て行う、市民・団体・商業者・会
社などが登録できます。まち全体
で子育てを応援しましょう。

応援団に
仲間入りしました


