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つどいの広場
「サンキッズ」
臨時開設の
お知らせ

/217 日
10：00

    ～12：00

/167 火
10：00

    ～16：00

　０歳から就学前までの
子どもと親を対象に、読み聞かせボ
ランティア「おはなしやさん」が、
読み聞かせを行います。お子さんと
一緒に絵本やお話に触れ､楽しみま
しょう。当日会場へ。

当日は、中島保育所の解放も行って
います。9：30～11：15

日時(全3回） 内　　　容

8月6日
（火）

10:00～13:00

･赤ちゃんのお世話体験
･妊娠中の栄養の話
･マタニティメニューの試食

8月22日
（木）

10:00～15:00

･妊婦さんのストレッチ体操
･先輩ママとの交流会
･ママと赤ちゃんの歯の話
･ブラッシング指導
･個別相談

8月25日
（日）

10:00～12:30

･赤ちゃんのもく浴実習
･パパの妊婦さん体験
･子どもの心肺蘇生法実習
※パパも一緒に参加を

妊産婦の目印
マタニティーマーク

　いつも仕事で忙し
いお父さんも、時に
はお子さんとゆっく

り遊びませんか。遊具で遊んだり、
お父さんならではの体を使った遊
びを一緒に楽しみましょう。
　天気が良ければ、水遊びをします。着替えなどを用意してください。

　初めての妊娠で、気になることや、戸惑うこ
とはありませんか。実習や、妊婦さん同士の交
流を通して、マタニティライフを楽しみましょう。

１歳から就学前までの子どもとお父さん
　　当日会場で。ただし、駐車場は予約制で先着10台

対象
申込方法

６カ月から８カ月くらいまでの妊婦
と配偶者（初産の人が優先）

対象

「サンデーパパ」おとうさん、あそぼ！

　7月15日(月)は祝日のため、お休
みになりますが、翌日7月16日(火)
に臨時開設します。
　天候を気にせず、乳幼児のいる
親子の交流の場として、気軽にご
利用ください。

《詳細》健康推進課 ☎45ｰ6610

母子健康手帳の交付  直 接

乳幼児健診

４カ月児

１歳６カ月児

３歳児

BCG予防接種

行　　事　　名 対　象　・　内　容 実　施　日 時　間 持ち物 会場

母子健康手帳・妊娠一般健康診査票の
交付、保健師・栄養士による妊婦相談

就学前までの子どもの計測や相談
赤ちゃんと妊婦の計測や相談

平成25年3月生まれ（個人通知）
計測、診察、育児相談

毎週月～金曜日 妊娠
届出書

800円

8：45～17：00

10：00～11：00

12：30～13：40

12：30～13：50

12：30～13：50

12：45～13：45

12：15～13：15

13：00～14：45

13：15～14：00

平成23年11月生まれ（個人通知）
フッ素塗布(800円)も行います

平成22年6月生まれ（個人通知）
フッ素塗布(800円)も行います

1歳3カ月から就学前までの子ども

1歳未満の赤ちゃん
(標準的には5カ月以上8カ月未満)

母
子
健
康
手
帳

無
　
料

保
健
セ
ン
タ
ー

赤ちゃんと子どものために

予 約

予 約

フッ素塗布

ここまま相談広場  当日直接

当日直接

24日（水）

26日（金）11日（木）・

５ 日（金）・３ 日（水）

19日（金）・16日（火）

26日（金）11日（木）・

３ 日（水）５ 日（金）・
16日（火）・19日（金）

2５日（木）

無料 無料ママとパパのマタニティ教室

７月１日から19日
まで､電話で

会場　保健センター
定員　先着30人
申込方法

《詳細》健康推進課 ☎45-6610

《会場・詳細》子育て相談ふれあいセンター(中島保育所内)☎45-6246

子育て相談ふれあいセンター
(中島保育所内) ☎45-6246

《会場・詳細》

つどいの広場サンキッズ
(東町4-20-6 保健センター5階)☎45-2022

《会場・詳細》

日時　７月12日(金)11:15～11:45

日時　７月26日(金)11:00～11:30

つどいの広場サンキッズ
(東町4-20-6 保健センター5階)☎45-2022

《会場・詳細》

開設日　毎週月･水･金曜日
　　　　10:00～16:00

おはなしやさん読み聞かせ
無料

無料

料金

子育て
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子育て

/177 水
10：30～11：30

/117 木・26金
13：00～15：00

言葉が遅い・落ち着き
がないなどの心配があ
る乳幼児の相談

土･日･祝日を
除く毎日

９:３０～１７:００

子ども発達支援
センター（あいくる）
☎２５－５５０1

児童虐待を見たり、聞
いたり､疑わしいと感じ
たときや子育ての相談

毎日２４時間

すぐに相談したいとき 毎日２４時間
日高子ども

家庭支援センター
☎0146-２４-４０５０

相談内容 実施日時 会場・詳細・申込先

子どもの相談 無料

各先着10組。再参加は
できません。子育ての
相談もできます。

無料子育て講座

１歳児のすくすくクラブ

２歳児のちびっこクラブ

平成23年10月から平成24年4月ま
でに生まれた子どもと親
8月28日、9月4日･11日
(水曜日､全3回)10:00～11:30
　　7月26日8時45分から、電話で

平成22年10月から平成23年4月ま
でに生まれた子どもと親
9月6日･13日･20日･27日
(金曜日､全4回)10:00～11:30
　　7月18日8時45分から、電話で

《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

《会場・申込先》
子育て相談

ふれあいセンター
(中島保育所内)
☎４５ー６２４６

対象

日時

申込方法

対象

日時

申込方法

おはなし会
日　　　時 会　場

図書館本輪西分室10：30～10：50
図書館輪西分室11：40～12：00

図書館本館10：30～10：50

英語のおはなし会
日　　　時 会　場

図書館本館11：00～11：20

《詳細》図書館 ☎22－1658

おはなし会
絵本の読み聞かせなどです。

申込方法　当日会場で

赤ちゃんライブラリー
～絵本とともだちに～

無料図書館の催し

親子読書ふれあい事業
ブックスタート

　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。
会場　図書館本館
定員　先着３組程度
申込方法　７月10日まで、電話で

　絵本を通して、親子の心ふれあう楽しいひとときを応援
します。赤ちゃんに、おすすめの絵本と絵本の
読み聞かせ体験をプレゼントします。
対象　４カ月児健診を受ける赤ちゃんと保護者
会場　保健センター３階

21日(日)

7月31日(水)は、月末図書整理日のため、休館します。

・27日(土)3日(水)
・20日(土)6日(土)
・18日(木)17日(水)

・七夕の本
・自由研究と工作の本

本館児童室

か
に
こ
ち
ゃ
ん

今月のおすすめ本

子どもの読書を考える
小学生のための読み聞かせ講座

無料

　長年にわたり東京都杉並区で、小学校の
読み聞かせや、子育て支援に関わっている対馬初音さんを
講師に迎えてお話をします。午前と午後の両講座に参加で
きる人に限ります。

《詳細》図書館 ☎22-1658

対象 小学校の読み聞かせボランティアや、それを目指す人、
読み聞かせに興味のある人

・学校で読み聞かせをするということ
・本の選び方、プログラムについて

日時 ７月31日（水）

会場
定員
申込方法

午前の部 10:00～12:00

・読み聞かせをやってみよう、聞いてみよう
午後の部 13:00～15:00

市民会館
50人（定員を超えた場合は抽選）
　　７月10日から24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

《会場・詳細》サンライフ室蘭 ☎55ｰ3040

　赤ちゃんの「寝付きが良くなる」「免疫力
がつく」などといわれるベビーマッサージで、親子のスキン
シップを深めませんか。
対象　１カ月健診を終了している赤ちゃんとお母さん
定員　先着10組
受講料　1,500円
用意する物　赤ちゃん用飲み物、ハンドタオル1枚、
　　　　　　バスタオル1枚
申込方法　7月1日から19日まで、電話で

児童虐待専用
ホットライン
(子育て支援課)
☎２５－２５９０

/267 金
10：00

    ～12：00
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