
16広報むろらん 2014年1月

０歳児のひよこクラブ

《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

《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

１歳児のすくすくクラブ
平成24年３月から平成24年
９月までに生まれた子どもと
親
２月12日･19日･26日
(水曜日､全3回)
10:00～11:30
　　１月９日８時45分から、
　　電話で

対象

日時

申込方法

平成25年３月から平成25年
９月までに生まれた赤ちゃん
(第１子のみ)と親
2月18日･25日･3月4日
(火曜日､全3回)
13:30～15:00
　　１月17日８時45分から、
　　電話で

対象

日時

申込方法

《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
（個人通知）

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 料金 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９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24年５月生まれ （個人通知）
フッ素塗布(800円)も行います
平成22年12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

29日（水）

31日（金）16日（木）・

10日（金）・８ 日（水）

24日（金）・21日（火）

31日（金）16日（木）・

8 日（水）10日（金）・
21日（火）・24日（金）

日（木）30

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

《詳細》子育て支援課　☎25-２４００

保護者（65歳未満の同居親族・同居人を含む）が、
次の項目に該当する人

●日中仕事をしている（1日4時間以上、月15日以上を共に満たす）
●妊娠中か出産後間もないため、上の子の保育ができない
　（出産予定日を含む3カ月間）
●病気や障がいがある
●病気や障がいのある同居親族の看病・介護をしている
●求職活動をするため、子どもの保育ができない
　（入所期間：２カ月間)

入所要件

　入所する児童と生計を同一にしている生計の中心者（父母ま
たは祖父母など）の課税額で決定します。保育日数や保育時間
の長短は、関係ありません。納付は口座振替です。

◎延長保育

◎障害児保育

◎乳児保育

…

…

…

利用する月の初日において満１歳以上の
児童で、仕事や家庭の事情により、保育時
間以外に受ける保育
原則３歳以上で、集団生活・通所可能な障
がいのある児童の保育
生後57日目以降の乳児の保育

…

…

利用する月の初日において満１歳以上の
児童で、休日就労のため、家庭での保育
が困難（中島・常盤保育所）
利用する月の初日において満６カ月以上
の乳幼児で、一時的に家庭での保育が困
難（中島・常盤・東町保育所）

◎休日保育

◎一時保育

１月15日(水)まで
●各保育所(園)
●子育て支援課

… 12月31日～１月５日を除く
… 12月28日～１月5日を除く

保育料

保育所では、次のような保育も行っています

一部の保育所では、次のような場合の保育も
行っています申込書配布の期間と場所

　４月から新規に入所する児童を募集しています。
　入所を希望する場合は、申込書と同時に配布する入所案内を参照の上、申込書などを持参して、
指定の場所で面接を受けてください。
　継続入所の場合は、各保育所からの入所案内などを参考に、通所中の保育所に書類を提出してください。

保育所(園)の新規入所児童募集平成26年度

●室蘭駅

★
●
市立室蘭
総合病院

●
市役所

●
武揚小学校

→
母恋八丁平↑

東室蘭駅↓

★
●長﨑屋

中島店 ●
ヤマダ電機

●製鉄記念
　室蘭病院

水元
→

子育て
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子育て

土･日･祝日･年末年始
を除く毎日

９:３０～１７:００

土･日･祝日･年末年始
を除く毎日
8:45～１７:30

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

児童虐待を見たり、
聞いたり､疑わしいと
感じたとき

毎日２４時間
☎２５-2590

児童虐待専用ホットライン
(子育て支援課)

☎４４-４１５２
室蘭児童相談所

相談内容 実施日時 会場・詳細・申込先

子どもの相談 無料

☎２５-５５０1

子ども発達支援センター
（あいくる）

/151 水
10：30～11：30

/101 金
13：30～15：00

/111 土
13：30～14：30

/161 木・31金
13：00～15：00

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

英語のおはなし会
日　　　時 会　場

図書館本館11：00～11：20

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

対象　幼児～小学生
会場　図書館本館
申込方法　当日会場で

対象　小学生
会場　図書館本館
定員　先着20人
申込方法　１月９日まで、電話で

　廃材で作った組み木の「馬」に紙やすり
をかけて完成させます。

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　1月8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

１月31日(金)は、月末図書整理日のため、休館します。

日(土)18
日(水)15 ・ 日(木)16

・お正月の本 ・馬の本

本館児童室
今月のおすすめ本

19日(日)

《詳細》図書館 ☎22-1658

/141 火
10：00～16：00

　赤ちゃんの「寝付きが良くなる」「免疫がつく」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
料金　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　1月4日から10日まで、
　　　　　電話で

　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。
対象　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）

　いつも仕事で忙しいパパ。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。
対象　１歳から就学前までの子どもと
　　　お父さん
申込方法　当日会場で。
ただし、駐車場は、予約制で先着10台。
申し込みは、１月６日から電話で

　１月13日(月)は、祝日のためお休みになりますが、翌日
の14日(火)に臨時開設します。天候に左右されない乳幼
児のいる親子の交流の場として、気軽にご利用ください。

会場　保健センター
定員　先着 30人
申込方法　１月６日から 23日まで、電話で

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

開設日時　毎週月・水・金曜日（祝日はお休み）
　　　　   1０：００～１６：００

つどいの広場サンキッズ

《会場・詳細》サンライフ室蘭 ☎55-3040

《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

無料

ママとパパのマタニティ教室 無料

「サンデーパパ｣おとうさん、あそぼ！無料

《会場・詳細》

ふゆやすみ お楽しみ映画会

ふゆやすみ 木工教室

おまえうまそうだな

2010年製作・アニメ
監督　藤森雅也
宮西達也による絵本
「ティラノサウルスシリーズ」
(ポプラ社)を映画化

日程(全3回） 内　　　容

2月6日（木）
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

 2月20日（木）
10:00～15:00

・妊婦さんのストレッチ体操  ・個別相談
・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

 2月23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

赤ちゃんとママのための
ベビーマッサージ講座

/171 金
10：00～12：00

/191 日
10：00～12：00

最
初
は
食
べ
る

つ
も
り
だ
っ
た
の
に
…

臨時開設のお知らせ
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