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《詳細》健康推進課 ☎45-6610

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（9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
（22日・祝日を除く）

9:30～11:30

フッ素塗布9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

30日（木） 13:00～14:45
（受付時間13:00、14:00）

14日（火）・16日（木）
12:15～13:15

利用時間　10:00～17:00
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
パスポート　半年…1,200円、年間…2,000円

《会場・詳細》生涯学習センター「きらん」キッズパーク ☎83-7752

《会場・詳細》生涯学習センター「きらん」ブックパーク ☎83-7753

1歳3カ月～就学前の子ども

和とじせいほんにちょうせん！こどもへん

対象　小学生（3年生以下は保護者同伴）
日時 9月23日（木） 10:30～12:00、13:30～15:00
定員　各先着3人
申込方法 9月1日から、電話またはブックパーク窓口で

　製本方法の一つである「和とじ」を、子どもでもできるよ
うにアレンジして、オリジナルメモ帳を作ります。

　果物を運びながら、親子で楽しくゴールを
目指す障害物レースを行います。

親子でミニミニ運動会
～くだものがりへ行こう♪～

対象 3歳以下の子どもと保護者
日時 9月16日（木）・17日（金） 11:00～11:30

無料 当日
直接

無料 当日
直接

無料

当日
直接

9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Ｂ
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
　　　　生涯学習センター「きらん」キッズパーク ☎83-7752
　　　　生涯学習センター「きらん」ブックパーク ☎83-7753

日 行　　　事 詳  細

1㈬
3㈮

3歳児健診（個別通知）
12:30　保健センター

健康推進

8㈬
おりがみ教室「どんぐり」

（小学生以下の子どもと保護者、先着10組程度）
15:15　生涯学習センター「きらん」キッズパーク

きらんＫ

11㈯ おはなし会（先着5組（15人）程度）
11:00　生涯学習センター「きらん」ブックパーク

きらんＢ

13㈪
～15㈬

親子で簡単せいさく「お月見」
 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

14㈫ 1歳6カ月児健診（個別通知）
12:30　保健センター

健康推進

14㈫
～16㈭

おはなし会
11:30　図書館輪西分室

図 書 館

15㈬

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！「紙コップロケット」
（小学生以下の子どもと保護者、先着10組程度）
15:15　生涯学習センター「きらん」キッズパーク

きらんＫ

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㈭
17㈮

9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

18㈯
おりがみ教室「どんぐり」

（小学生以下の子どもと保護者、先着10組程度）
15:15　生涯学習センター「きらん」キッズパーク

きらんＫ

23㈭
作ってあそぼっ！「紙コップロケット」

（小学生以下の子どもと保護者、先着10組程度）
15:15　生涯学習センター「きらん」キッズパーク

きらんＫ

27㈪
～29㈬

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

28㈫

9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

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 10月7日（木） 10:00～11:00
定員　先着15組程度
申込方法 9月10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!」

らんらんクラブ

対象 1歳～就園前の子どもと保護者
日時 10月13日（水） 10:00～11:30
定員　先着10組程度
申込方法 9月24日から、電話または直接

たのしくあそぼう！

「いろいろな遊具で体を動かしてあそぼう!」

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 10月13日（水） 13:30～14:30
定員　先着10組程度
申込方法 9月9日から、電話または直接

はじめてママの

「スキンケアの話（湿疹の手当）」

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 9月28日（火） 13:30～14:45
会場 保健センター3階
定員　先着15組
申込方法 9月27日まで、電話で

対象　就学前の子どもがいる親
日時 9月22日（水） 10:00～11:30（10:30 ～自由遊び）
定員　先着10人
申込方法 9月15日まで、電話、または、住所・氏名・電話番号
を記入し、ファクスか郵送で

《詳細》健康推進課 ☎45-6610

《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 　25-6003 　051-0014 栄町2-6-16

プールキッズプールキッズ
（後期：10月～令和4年3月）

ジュニアスポーツ教室ジュニアスポーツ教室（後期：10月～令和4年3月）

　水なれ・水遊び・けのびから始めて、クロー
ルを目標に行います。
対象　平成27年4月2日～平成29年4月1日
に生まれた子ども
日時　水曜日　15:00～16:00
定員 20人（定員超えは抽選）
料金　月額3,000円
　　　（別途、保険料800円が必要）
申込方法 9月1日から14日（必着）まで、入
江運動公園温水プール、市体育館に備え付
けの申込書をファクスまたは直接

時間 16:00～18:00 会場　市体育館
料金 3,500円
　　　（使用料を含む。別途、保険料800円と振込手数料220円が必要）
※バスケットボールを申し込む人は、ゼッケンが無い場合、別途、900円
　が必要。
申込方法 各申込受付期間に、市体育館に備え付けの申込書に料金を添えて直接
※定員に満たない種目は、受付期間終了後も随時受け付けます。

地域子育てセミナー（幼児を持つ親編）
「子どもの教育と親の役割」
　心と体を育てるために大切なことや「イヤイヤ期」の対応などを学
びます。最新の子育て情報をお届けし、笑顔の子育てを応援します。

ぴよぴよクラブ

日時 9月21日（火） 13:30～14:30
定員　先着15組程度
申込方法 9月1日から、電話または直接

対象 0歳の赤ちゃんと保護者

０歳の親子講座

「親子でできる体操　お家でできる遊び」

対　象
小学生
小学生

小学2～6年生
小学4～6年生

曜日
火
水
金
金

定員（先着）
65人
80人
20人
20人

申込受付期間
9月7～19日
9月8～19日

9月10～19日

《詳細》市体育館 ☎44-7521
《会場・詳細》入江運動公園温水プール
　　　　　　☎22-2466 22-2467FAX

日時 10月26日（火） 13:30～14:30
定員　先着15組程度
申込方法 9月22日から、電話または直接

「手型をとってカードを作ろう!」

入江プール
スポーツ教室

種　目
バ ド ミ ン ト ン
バスケットボール
体 操
スポンジテニス

マタニティ講座
　栄養士から妊娠期・授乳期の食生活、助産師と保健師から授乳
や育児についてのお話があります。
9月のテーマ　「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20週以降の妊婦
日時 9月17日（金） 13:30～14:45
会場 保健センター3階
定員　先着10人　　
申込方法 9月14日まで、電話で

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

無料

無料

無料

無料

無料

無料

無料

FAX

子育て世帯生活支援特別給付金
（ひとり親世帯以外分）

　新型コロナウイルス感染症の影響が長期化する中で、生活の支援を行う観
点から、子育て世帯生活支援特別給付金（ひとり親世帯以外分）を支給します。
　令和3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
母などのうち、令和3年度分の住民税均等割が非課税になっている人、または、
令和3年1月1日以降の収入が急変し、住民税非課税相当となった人が対象と
なります。
　申請方法などの詳細は、市ホームページで確認してください。

※ひとり親世帯分で本給付金を受給
した人は受給できません。

※支給後、修正申告などにより住民
税均等割が課税されるようになっ
た場合や、他市町村から同給付金
を受給した場合は、本給付金を返
還していただく必要があります。

《詳細》子育て支援課 ☎25-2494
　　　 http://www.city.muroran.lg.jp/main/org4500/kosodatekyuuhukin-sonota.html

申請期限
令和4年2月28日

ロボットアリーナ体験教室ロボットアリーナ体験教室

対象　小学1～3年生　　時間　10:30～12:00 対象　小学4～6年生　　時間　14:00～16:00

定員　各8人 （定員超えは抽選） ※保護者同伴不可。
申込方法　9月6日12時から16日16時まで、ロボットアリーナのホームページで

　ロボットアリーナのオリジナルキットを作製しながら、ものづくりの楽しさを学びます。

《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/

ゆらゆら動く熱帯魚を作ろう！ はねの見えない扇風機を作ろう！

無料
※作製した作品は持ち帰れます。土

10/9
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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 10月7日（木） 10:00～11:00
定員　先着15組程度
申込方法 9月10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!」

らんらんクラブ

対象 1歳～就園前の子どもと保護者
日時 10月13日（水） 10:00～11:30
定員　先着10組程度
申込方法 9月24日から、電話または直接

たのしくあそぼう！

「いろいろな遊具で体を動かしてあそぼう!」

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 10月13日（水） 13:30～14:30
定員　先着10組程度
申込方法 9月9日から、電話または直接

はじめてママの

「スキンケアの話（湿疹の手当）」

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 9月28日（火） 13:30～14:45
会場 保健センター3階
定員　先着15組
申込方法 9月27日まで、電話で

対象　就学前の子どもがいる親
日時 9月22日（水） 10:00～11:30（10:30 ～自由遊び）
定員　先着10人
申込方法 9月15日まで、電話、または、住所・氏名・電話番号
を記入し、ファクスか郵送で

《詳細》健康推進課 ☎45-6610

《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 　25-6003 　051-0014 栄町2-6-16

プールキッズプールキッズ
（後期：10月～令和4年3月）

ジュニアスポーツ教室ジュニアスポーツ教室（後期：10月～令和4年3月）

　水なれ・水遊び・けのびから始めて、クロー
ルを目標に行います。
対象　平成27年4月2日～平成29年4月1日
に生まれた子ども
日時　水曜日　15:00～16:00
定員 20人（定員超えは抽選）
料金　月額3,000円
　　　（別途、保険料800円が必要）
申込方法 9月1日から14日（必着）まで、入
江運動公園温水プール、市体育館に備え付
けの申込書をファクスまたは直接

時間 16:00～18:00 会場　市体育館
料金 3,500円
　　　（使用料を含む。別途、保険料800円と振込手数料220円が必要）
※バスケットボールを申し込む人は、ゼッケンが無い場合、別途、900円
　が必要。
申込方法 各申込受付期間に、市体育館に備え付けの申込書に料金を添えて直接
※定員に満たない種目は、受付期間終了後も随時受け付けます。

地域子育てセミナー（幼児を持つ親編）
「子どもの教育と親の役割」
　心と体を育てるために大切なことや「イヤイヤ期」の対応などを学
びます。最新の子育て情報をお届けし、笑顔の子育てを応援します。

ぴよぴよクラブ

日時 9月21日（火） 13:30～14:30
定員　先着15組程度
申込方法 9月1日から、電話または直接

対象 0歳の赤ちゃんと保護者

０歳の親子講座

「親子でできる体操　お家でできる遊び」

対　象
小学生
小学生

小学2～6年生
小学4～6年生

曜日
火
水
金
金

定員（先着）
65人
80人
20人
20人

申込受付期間
9月7～19日
9月8～19日

9月10～19日

《詳細》市体育館 ☎44-7521
《会場・詳細》入江運動公園温水プール
　　　　　　☎22-2466 22-2467FAX

日時 10月26日（火） 13:30～14:30
定員　先着15組程度
申込方法 9月22日から、電話または直接

「手型をとってカードを作ろう!」

入江プール
スポーツ教室

種　目
バ ド ミ ン ト ン
バスケットボール
体 操
スポンジテニス

マタニティ講座
　栄養士から妊娠期・授乳期の食生活、助産師と保健師から授乳
や育児についてのお話があります。
9月のテーマ　「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20週以降の妊婦
日時 9月17日（金） 13:30～14:45
会場 保健センター3階
定員　先着10人　　
申込方法 9月14日まで、電話で

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

無料

無料

無料

無料

無料

無料

無料

FAX

子育て世帯生活支援特別給付金
（ひとり親世帯以外分）

　新型コロナウイルス感染症の影響が長期化する中で、生活の支援を行う観
点から、子育て世帯生活支援特別給付金（ひとり親世帯以外分）を支給します。
　令和3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
母などのうち、令和3年度分の住民税均等割が非課税になっている人、または、
令和3年1月1日以降の収入が急変し、住民税非課税相当となった人が対象と
なります。
　申請方法などの詳細は、市ホームページで確認してください。

※ひとり親世帯分で本給付金を受給
した人は受給できません。

※支給後、修正申告などにより住民
税均等割が課税されるようになっ
た場合や、他市町村から同給付金
を受給した場合は、本給付金を返
還していただく必要があります。

《詳細》子育て支援課 ☎25-2494
　　　 http://www.city.muroran.lg.jp/main/org4500/kosodatekyuuhukin-sonota.html

申請期限
令和4年2月28日

ロボットアリーナ体験教室ロボットアリーナ体験教室

対象　小学1～3年生　　時間　10:30～12:00 対象　小学4～6年生　　時間　14:00～16:00

定員　各8人 （定員超えは抽選） ※保護者同伴不可。
申込方法　9月6日12時から16日16時まで、ロボットアリーナのホームページで

　ロボットアリーナのオリジナルキットを作製しながら、ものづくりの楽しさを学びます。

《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/

ゆらゆら動く熱帯魚を作ろう！ はねの見えない扇風機を作ろう！

無料
※作製した作品は持ち帰れます。土
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舞台鑑賞例会
kajii「食器は歌う」
　食器などの身近にある日用品で作っ
たオリジナル楽器で奏でる、にぎやか
なコンサートです。参加型プログラム
もあります。
対象　高校生以下の子どもと保護者
日時　9月9日（木）18:30～19:30
　　　（開場18:10）
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

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　9月12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

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　9月18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『ラプンツェル』やパネル
シアター『どうぞの椅子』、人形劇『カ
ラスの親子』を行います。
日時　9月19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

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

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　9月14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

鉄ン子文庫 無料
　利用する人は、事前に幕西分室（高
砂分室を利用する人は ☎44-8490）
にご連絡ください。

詳細　同文庫幕西分室
　　　☎050-5375-8784

幕西分室
（幕西町2-11）

毎週土曜日
13:00～18:00
※不定期で火曜日も開設。

高砂分室
（高砂町1-10-19）

毎週木曜日
14:00～16:30

水元分室
毎週水曜日
15:00～17:00
※ 住所などの詳細は、お問い

合わせください。

各分室と開室日時

子育て応援団
からのお知らせ

（ ）

《詳細》子育て支援課 ☎50-5101

・羽妍の美（株）
・室蘭更生保護女性会

（7月31日現在）
子育て応援団に入りました


