
わくわくおでかけナビゲーション 202022.４月号

日　時イベント 対　　象 内　　容
　　市立図書館

※団体での参加は、事前にご相談ください。
※４月の休館日は、４日㈪・11日㈪・18日㈪・22日㈮・25日㈪・29日㈮です。

▶
市
立
図
書

　館
ウ
ェ
ブ

　サ
イ
ト

えほんのへやの
おはなし会

おはなしぽけっと

４月９日㈯14時

４月23日㈯13時30分

幼児以上
（幼児は保護者同伴）

絵本の読み聞かせ

絵本の読み聞かせと紙芝居

月/日 ステーション名 時　間 月/日 ステーション名 時　間

（第１・第３水曜日）

富岸青少年会館駐車場
美園町６丁目32（星さん宅向かい）
美園町５丁目（東橋付近）
まいどどーもです前
『グループホームあいあい』向かい駐車場
いなほ公園横
新生団地付近
特別養護老人ホーム『わかくさ』前
コープさっぽろ しがイースト店駐車場
若草町３丁目20（塚田さん宅前）
旧武田商店前
新生町５丁目５（旧伊岐見商店前）
楡の木公園横
栄町１丁目広場前
道営住宅登別西団地Ｃ棟
老人憩の家『恵和園』前
リリー文化幼稚園前
特別養護老人ホーム『わかくさ』前
旧武田商店前
新生町５丁目５（旧伊岐見商店前）
あかしや団地
老人憩の家『若山の家』裏
汐平広場前
富浜広場前
富浜児童館前

（第２・第４水曜日）

特定施設ケアハウス『アンデルセンの丘』
白菊幼稚園前
桜木団地６号棟横
かえで公園前
幌別西団地62共１横
幌別東団地（ソーダ工場バス停付近）
すずらん公園前
登別東町1丁目14（旧登別保育所）
汐見坂バス停横
登別東町団地Ａ棟前
登別児童館
旧登別温泉ふれあいセンター駐車場
旧相原商店前
老人憩の家『芙蓉の家』
旧富浦児童館前
湯元オロフレ荘前
禅林寺駐車場
旧登別温泉ふれあいセンター駐車場
ファミリーマート中登別店駐車場
登別東町団地Ａ棟前
旧登別公民館前
桜木広場横

（第２・第４木曜日）

（第１・第３木曜日）

（第２･第４金曜日）

（第１・第３金曜日）

（第２・第４土曜日）

（第１・第３土曜日）

━━━━━ こぐま号を利用する方へ ━━━━━
○ 借りた図書は、次の巡回日にお返しください
○ 図書の返却は、市立図書館・市立図書館アーニ
　 ス分館・ 各配本所でも受け付けます
○ 悪天候の日は、巡回を中止することがあります
○ 市立図書館の図書も借りられます。こぐま号に
　 備え付けの予約票または電話で市立図書館
　（☎ 85４３２４）へ申し込みください

巡回日のお知らせ
（４月～９月）
巡回日のお知らせ
（４月～９月）

10：50～11：45
13：10～13：40
13：50～14：10
14：20～14：50
15：00～15：30
15：40～16：00
10：15～10：45
10：55～11：30
11：40～12：00
13：50～14：20
14：30～15：10
15：20～16：00
10：10～10：40
10：50～11：20
13：45～14：15
14：25～14：55
15：05～15：40
10：10～10：40
10：50～11：20
11：30～12：00
13：10～13：40
13：50～14：30
14：40～15：05
15：15～15：35
15：40～16：00

11：30～12：00
13：55～14：25
14：30～15：00
15：05～15：30
15：35～15：55
10：40～11：00
11：10～11：40
13：45～14：15
14：25～15：00
15：10～15：50
11：30～12：00
13：10～13：30
13：55～14：35
14：45～15：15
15：30～15：50
10：15～10：35
11：00～11：20
11：30～12：10
13：10～13：30
13：45～14：05
14：15～14：35
15：05～15：25

4/6,4/20,5/18,
6/1,6/15,7/6,
7/20,8/3,8/17,
9/7,9/21

4/7,4/21,5/19,
6/2,6/16,7/7,
7/21,8/4,8/18,
9/1,9/15

4/1,4/15,5/6,
5/20,6/3,6/17,
7/1,7/15,8/5,
8/19,9/2,9/16

4/2,4/16,5/7,
5/21,6/4,6/18,
7/2,7/16,8/6,
8/20,9/3,9/17

4/13,4/27,5/11,
5/25,6/8,6/22,
7/13,7/27,8/10,
8/24,9/14,9/28

4/14,4/28,5/12,
5/26,6/9,6/23,
7/14,7/28,
8/25,9/8,9/22

4/8,4/22,5/13,
5/27,6/10,6/24,
7/8,7/22,8/12,
8/26,9/9

4/9,4/23,
5/14,5/28,6/11,
6/25,7/9,7/23,
8/13,8/27,
9/10,9/24
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キウシト湿原  春の観察会キウシト湿原  春の観察会
日時　４月16日㈯・17日㈰10時～12時（集合は９時
　50分まで）
内容　一般公開をしていない保全エリアでザゼンソ
　ウやミズバショウなどの春の花を観察
定員　各日10人
持ち物　汚れても良い服装、長靴
申し込み　４月15日㈮までにキウシト湿原・登別
      　　　　　　　　　　（☎090－8632－3715）

　４月16日㈯・17日㈰は、来場者全員に『春の花の
絵はがき』をプレゼントします。
※観察会参加の有無は問いません。無くなり次第終
　了します。

日時　４月26日㈫①11時～11時40分、②14時～14時
　40分
場所　ナチュの森２階ライトルーム（白老町虎杖浜
　393－12）
対象　０歳～２歳までの子どもと保護者
内容　『保湿＆ＵＶ対策・外出時の注意点』につい
　ての話とクリームの使用体験（お土産付き）
定員　５組
持ち物　バスタオル
申し込み　４月25日㈪までにｈｏｍｅナチュの森店
　　　　　　　　　　　　　　 （☎0144841210）

絵本コーナーにお越しください絵本コーナーにお越しください
　登別市市民自治推進委員会育み部会は、市民の皆
さんに『本を読むこと』を広げるため、アーニス内
に絵本コーナーを設置しました。
　親子で読書に親しめる空間になっていますのでぜ
ひお立ち寄りください。
日時　４月16日㈯10時～13時
場所　アーニス２階（観光経済部執務室の隣り）
問い合わせ　市民協働グループ（☎57１０７９）

春のヒグマ安全教室春のヒグマ安全教室
日時　４月23日㈯13時30分～15時
場所　カント・レラ
内容　山菜採りなどでの安全対策
　について
講師　ヒグマ学習センター代表・
　前田菜穂子さん
※当日、直接会場にお越しください。
問い合わせ　カント・レラ（☎84２０６９）

登別美術協会第42回会員展登別美術協会第42回会員展

市民プール らくあ ～水泳教室のご案内（５月～令和５年３月）～市民プール らくあ ～水泳教室のご案内（５月～令和５年３月）～

日時　５月６日㈮～８日㈰10時～17時
※最終日は10時～15時。
会場　市民会館２階中ホール
問い合わせ　同協会・桐さん（☎86５４９０）

ナチュの森 ｄｅ スキンケア
ベビー春の保湿＆紫外線対策
ナチュの森 ｄｅ スキンケア
ベビー春の保湿＆紫外線対策

デデ

アンドアンド

アンド

ホーム

▶申込期間　キッズわくわくスイミングは４月18日㈪10時から、ジュニア水泳教室・成人水泳教室は４月11日㈪14時
　から
▶申込方法　らくあに備え付けの申込用紙に記入し、スポーツ安全保険料と一緒に提出
※電話での受け付けは行っていません。
※キッズわくわくスイミングは、トイレに行きたいと言える子どもが対象です。

▶問い合わせ　らくあ（☎85５５８８）

参加料

募集教室

日　時

月額2,500円
※申し込み時にスポーツ安全
　保険料800円。

対　象

内　容

定　員

キッズわくわくスイミング

●毎週火曜日16時～17時
●毎週金曜日16時～17時

平成28年４月２日～平成30年
４月１日生まれの幼児

水慣れ・水遊び～クロール・
背泳ぎ

40人

月額3,800円
※申し込み時にスポーツ安全保険料
　800円。
※別途入館料がかかります。

ジュニア水泳教室

●毎週水曜日17時～18時
●毎週木曜日17時～18時
●毎週金曜日17時～18時

①初心者コース
　水慣れ～クロール
②中級コース
　クロール～バタフライ

数人

平成22年４月２日～平成28年
４月１日生まれの小学生

月額2,500円
※申し込み時にスポーツ安全保険
　料1,850円（初回のみ65歳以上
　の方は1,200円）。

成人水泳教室

●毎週火曜日19時～20時
●毎週金曜日14時30分～15時30分

18歳以上の方

まったく泳げない方からクロール・
平泳ぎ・背泳ぎ・バタフライの４泳
法取得を目標とする方までレベル
に応じて

数人

まえ　だ　　な　　お　 こ

きり


