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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
子育て支援センターらんらん（常盤保育所内） ☎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

図 書 館

…子どもの健診

2㈯ おはなし会
10:30　図書館本輪西分室

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

6㈬ おはなし会
10:30　図書館本館

6㈬
8㈮

3歳児健診
12:30　保健センター

12㈫

2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）
　　　　子育て支援センターらんらん(常盤保育所内)

13㈬
14㈭

おはなし会
11:40　図書館輪西分室

14㈭

〝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
　　　　　　　　　　    ●絵本の読み聞かせと絵本
　　　　　　　　　　    ●室蘭オリジナル 乳幼児用食器

15㈮

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

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

17㈰ 英語のおはなし会
11:15　図書館本館

18㈪
親子で簡単製作(就学前までの子どもと保護者）
  9:30、13:30 
　　　　子育て支援センターらんらん(常盤保育所内)

18㈪
19㈫

2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

19㈫ 1歳6カ月児健診(平成29年6月生まれの子ども)
12:30　保健センター

20㈬ 親子で簡単製作（満1歳から就学前までの子どもと保護者）
  9:30　子育て支援センターらんらん(常盤保育所内)

21㈭ 1歳6カ月児健診(平成29年6月生まれの子ども)
12:30　保健センター

22㈮ 親子で簡単製作（満1歳から就学前までの子どもと保護者）
  9:30　子育て支援センターらんらん(常盤保育所内)

25㈪
26㈫

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

27㈬

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
　　　　　　　　　　    ●絵本の読み聞かせと絵本
　　　　　　　　　　    ●室蘭オリジナル 乳幼児用食器

28㈭

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

〝であえーる″であそぼう！
10:30　道営住宅「であえーる」集会所

健診後に
プレゼント

健診後に
プレゼント

健康推進

健康推進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

日時　2月22日（金）11:00～（開場10:00）
定員　先着30人　　申込方法　2月1日から、電話で

ままカフェ

《詳細》子育て世代包括支援センター ☎45-2022

歯の話とブラッシング

日時　2月7日(木)　14:00～（開場13:00)
用意する物　母子健康手帳

～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　　用意するもの　母子健康手帳

《会場・詳細》図書館 ☎22-1658

　3歳までの子どもと親
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。

　歯科医師のお話と歯科衛生士によるブラッ
シング指導を行います。

妊娠・授乳期の栄養～ママレストラン
　管理栄養士のお話とあさりのカレーや大豆と挽肉
の甘辛焼きなど4品のランチ会を行います。
※アレルギーのある人は、 弁当を持参してください。

　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。

フッ素塗布 BCG
予防接種
対象　1歳未満の赤ちゃん

日時　14日(木)
　　　27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

当日
直接
当日
直接無料無料

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～就学前の
子どもと保護者

火・水・金曜日
(19日を除く)
9:30～11:30

開
放
日
時

2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（11日を除く）

日時　2月20日(水)
　　　10:30～11:30
定員　先着3組程度
申込方法　2月13日まで、 
電話で

うたって あそぼう
ととけっこう
　3歳までの子どもと
親を対象に、 わらべう
た遊びや親子遊びなど
を行います。
日時　2月22日(金)
　　　10:30～11:30
定員　先着10組程度
申込方法　2月1日から
20日まで、 電話で

対象　1歳3カ月～就学前
　　　の子ども
日時　6日(水)・8日(金)・
　　　19日(火)・21日(木)
　　　12:15～13:15
　　　28日(木)
　　　13:00～14:45
料金　800円

（ （標準的には5カ月
以上8カ月未満

月末図書整理による
休館日…2月28日(木)
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　4月から始まるジュニアスポーツ教室に入会を希望する児童を
対象に行います。 動きやすい服装で、体験したい種目の実施日
に受け付けしてください。 バドミントンや
スポンジテニスのラケットを持っている人
は、 持参してください。

体験したい種目の実施日

無料無料

講座や教室に参加して、子育てについて学びませんか？

対象　5・6歳
日時　3月2日から27日までの水・土曜日(全7回、 23日を除く)
　　　水曜日…15:00～16:00
　　　土曜日…10:00～11:00
定員　先着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　2月1日から27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　市体育館　　用意する物　飲み物、上靴
申込方法　各実施日の15：45まで、会場で

ジュニアスポーツ教室　体験会

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

FAX

《会場・詳細》サンライフ室蘭 ☎55-3040

対象　生後2カ月～2歳ころの子どもとママ
日時　2月15日(金)　13:00～14:30
定員　先着6組　　　  料金　2,500円
申込方法　2月1日から14日まで、 電話で

赤ちゃんとママのための

ファーストサイン教室
ファーストサインで 冬のお散歩♪

対象　生後2カ月以上の赤ちゃんとママ
日時　2月19日(火)　13:00～14:00
定員　先着10組　　　料金　2,000円
申込方法　2月1日から18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
赤ちゃんもほっこり暖まる ベビーマッサージ♪

日時　2月20日(水)　18:30～19:15（4歳～小学生）
　　　2月21日(木)　18:30～19:15（中学生）
定員　各先着15人　　料金　500円
申込方法　2月１日から各前日まで、 電話で

キッズ・ジュニアの
ヒップホップジャズダンス

　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。
対象　平成29年4月～10月に生まれた赤ちゃんと親
日時　3月1日・8日・15日（金曜日、全3回）　10:00～11:30
　　　8日…保健師に相談もできます
定員　先着10組　※再参加はできません。
申込方法　2月1日8時45分から、電話で

無料無料親子講座
１歳児のすくすくクラブ

講講 座座

　フロアストレッチからリズム取り、簡単なダンス
を体験します。

《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

《詳細》健康推進課 ☎45-6610

日時　2月12日(火)　13:30～15:00
会場　保健センター 3階
申込方法　2月8日まで、 電話で

りにゅう食教室

《詳細》体育協会 ☎44-7521

　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

バドミントン

バスケットボール

体　操

スポンジテニス

火

水

金

金

5日・12日

6日・13日

8日・15日

8日・15日

種　 目 実施日時（2月） 対　象

16:00～17:30

16:00～17:30

16:00～18:00

16:00～18:00

新小学
　 1～6年生

新小学
　 2～6年生

新小学
　 3～6年生
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ＰＣＢを知ろう！

実験 エネルギーを作る資源について考えよう！
•ミニ熱気球を作って飛ばそう
•紙を燃やす水蒸気
•ヒートパイプ実験
　 －熱の伝わり方を体験しよう－
•雪貯蔵体験

・生涯学習センター「きらん」(中島町2-22-1)

《詳細》子育て支援課 ☎25-2494《詳細》都市政策推進課 ☎25-2592 

　授乳やおむつ交換の場所、 ミルク用のお湯
を提供している赤ちゃんの駅を気軽にご利用く
ださい。 赤ちゃんの駅一覧や詳細は、 市ホーム
ページをご覧ください。

　平成27年1月2日から平成29年1月1日までに住宅を取
得し、 住宅に係る固定資産税などを納付した子育て世帯
で、　助成金の申請がまだ済んでいない人は、 2月28日ま
でに申請してください。 詳細は、 お問い合わせください。

赤ちゃんの駅が増えました申請をお忘れなく！
子育て世代持家住宅促進助成金

（平成30年12月31日現在）

　「子どものより良いサポーターを目指して｣ をテーマに、 保護者の
皆さんが悩んでいることを対談形式でお話します。
対象　スポーツ活動を行う子どもの保護者
　　　(原則参加者のみ入場できます。 就学前の子どもは同席可)
時間　9:30～10:30
会場　生涯学習センター「きらん」　　定員　先着50人

ペアレンツ・スクール　
スポーツチャレンジ教室

講師　トリノ・バンクーバー・
　　　平昌オリンピック
　　　カーリング女子日本代表
　　　一般社団法人ロコ・ソラーレ
　　　代表理事　本橋 麻里 さん
進行　サラエボオリンピック　スピードスケート
　　　日本代表　鈴木 靖 さん
申込方法　それぞれ2月15日17時まで、電話または
　　　　　インターネット（https://www.harp.
　　　　　lg.jp/SNNBwbpN）で

《詳細》生涯学習課 ☎22-1112 

2018スポーツ王国北海道2/24 日

　スポーツの楽しさや魅力を体感するカーリング体験教室を行います。
対象　小学生　　　　　　　　  　　 時間　11:00～12:30
会場　中島スポーツセンター　　　　 定員　先着50人

室蘭こども環境フェスタ
エネルギーであそぼう・考えよう・ＰＣＢを知ろう！

無料無料2/ 10:00
～15:3010日

体験や実験、工作、パネル展示を行います。楽しみながら環境科学を学びましょう。
特別企画

《会場・詳細》青少年科学館 ☎22-1058※科学館展示室を見学する場合は、入館料がかかります。

牛乳パックで
　プロペラ船作り

時間　10:30、 13:30、 14:45
定員　各先着6人

体験

風船家ノリさん
がやってきて

バルーンアートの
プレゼントも
あるよ！

アンケートに答えた人は、
プレゼントがもらえます！
（先着100人）

手回し発電機であそぼう！
　●手回し発電スロットカーレース
対象　小学生
時間　10:30、 13:15、 14:15　　　定員　各先着12人

　●ウクレレ型手回し発電　ぴょんぴょんうさぎレース
対象　就学前の子ども
時間　11:00、13:45、14:45　　　定員　各先着12人
　　

熱資源

•火山の噴火実験（コーラで水蒸気爆発実験、
　　溶岩ドーム形成実験など）
•メタンハイドレード（燃える氷）実験

地下資源

リサイクル工作

パネル展示

＠2018 Loco Solare

スポーツチャレンジ教室

ペアレンツ・スクール　
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日時　2月3日（日） 9:30～10:00
会場　日本キリスト教会室蘭教会
詳細　同教会 ☎22-6086

日時　2月7日・14日・21日・28日 (木)
　　   14:30～16:00
会場　自宅（白鳥台）
　　　同文庫・安藤 ☎090-9517-6955

日時　2月14日・28日 (木)
　　　10:30～11:00
会場　イオン室蘭店
　　　おはなしやさん・吉田 ☎43-5912

　参加者同士でハンドマッサージやお
しゃべりをして交流します。
対象　妊婦さん、ママ
日時　2月5日 (火)　10:00～11:00
定員　先着10人
料金　1,000円

対象　生後1カ月以上の赤ちゃんとママ
日時　2月12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)

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

　民生・児童委員が中心となり、定期
的に開設しています。

● 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　2月4日・18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　2月12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（その他の参加は
要相談）
日時　2月12日・26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

　〝子どもの言いたいことを引き出す
聞き方″について、スクールカウンセ
ラーがお話します。
日時　2月17日 (日)　10:00～11:30
会場　サンライフ室蘭
料金　500円
申込方法　2月16日まで、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　3カ月以上の子どもと保護者
日時　2月8日 (金)　10:30～12:30
料金　2,000円

対象　妊婦さん、親子（ママのみも可)
日時　2月22日 (金)　10:30～12:30
料金　

会場　
申込方法　各前日まで、メールで
　　　 Present・齋藤 ☎090-5981-5049
　　babymassage.present@gmail.com

　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　2月10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　2月24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

 

詳細　同教会 ☎22-6086

　　　

　　　

　　　

子育て応援団からのお知らせ
無料

無料

無料
　　

　　　

　　　同サロン・出村 ☎22-1899

　　　同サロン・中川 ☎46-2213

　　　同サロン・斉藤 ☎46-2134

　　

＊みくにっ子文庫おはなし会

＊たんぽぽ文庫(本の貸し出し)

＊子育てのわ ～輪と和～

＊ワンコイン☆ベビーマッサージ
　説明会＆プチ体験会

子育て応援団に入りました
（平成30年12月31日現在）

《詳細》子育て支援課 ☎50-5101

　ミファソラーナ♪(歌、ピアノ演奏)
　milimili（運動遊び指導）

ワニワニクラブ（ぷらっと。てついち内）

＊おはなしやさん
　絵本の読み聞かせ

＊SMILEサロン

＊ベビーマッサージSMILEサロン

＊子育てサロン 親子のふれあいや
交流の場

無料

無料

＊ベビーマッサージ

＊おもちゃの修理

ミリミリ

無料子育て応援団に入りませんか
　子育て応援の取り組みを継続して
行う、市民・団体・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。

登録方法
①メールを受信する端末からkosodate@ml.nishi-iburi.jp
　に空メール（件名、 本文記載不要）を送信
②登録確認メールが届く
③メール内に記載されているＵＲＬをクリック
　すると登録完了

にしいぶり子育て情報メールを
ご利用ください

対象　平成24年4月2日～平成25年4月1日に
　　　生まれた子ども

　感染力の強い麻しんの予防接種はお済みですか。お子さん
の健康のためにも、また、集団感染を防ぐためにも早めに受
けましょう。
接種回数　1回　　接種時期　3月31日まで（4月以降は有料）
接種方法　実施医療機関に問い合わせの上、接種してください

　4月から小学校に入学する児童の保護者に、1月中に入学通知書
を送ります。 入学通知書が届かないときは、 連絡してください。

　室蘭市、登別市、伊達市の子育て情報を、毎月メー
ルで配信しています。地域に限らず、誰でも参加できる
ものと、市民限定のものに分かれていますので、ご注意
ください。
　料金はかかりませんが、携帯電話などを利用している
人は、契約によって通信料がかかる場合があります。また、
携帯電話などに、迷惑メール対策をしている人は、あら
かじめ「ml.nishi-iburi.jp」からのメールを受信でき
るように設定してください。

《詳細》子育て支援課 ☎50-5101

麻しん風しん
予防接種を受けましょう

初就学児童に入学通知書を送ります

春から小学一年生！！

無料無料

《詳細》健康推進課 ☎45-6610

《詳細》学校教育課 ☎22-5055

小学校
入学前に

500円 （ママのみの場合は300円）

みんなの健康

広報むろらん 2019年2月19

無料

健 康 相 談

実施日　月・水・金曜日
時間　10:00～11:30

メタボリック・
ダイエット相談
実施日　2月20日(水)
時間　9:30～16:00

女性のための
健康相談
実施日　2月13日(水)
時間　9:30～16:00

実施日
月～金曜日
時間
9:30
～16:00

体組成計を使った
体脂肪と筋肉量の測定

からだと
食事の
健康相談実施日　2月18日(月)

時間　9:30～16:00

当日
直接

当日
直接

当日
直接

当日
直接

要 予約

会　場

診療日 診   療   所

2月

　さまざまな心の健康問題を抱えた本人、家族または
関係者が対象です。精神科医師などに相談することに
より、適切な助言や支援を受けられます。
　会場は、申込時にお知らせします。

日時
２月12日(火) 
13：00
申込方法
2月7日まで、電話で

　運動をはじめたい50歳未満の女性を対象に、
リズムダンス（エアロビクス）や健康ミニ講座を行います。
飲み物と運動靴を持参し、動きやすい服装で参加してください。
別室で、託児（要予約、先着順）を無料で受けます。

講演　｢がん診療における在宅医療の役割」
　　　　講師　ひじり在宅クリニック　院長　岡本 拓也 さん

　　　｢〝自分らしく”生き抜くための穏やかな生活を栄養ケアは支えます」
　　　　講師　北海道栄養士会 栄養ケア・ステーション西胆振　代表　川畑 盟子 さん

　　　｢不安を抱える患者に寄り添うリハビリテーション～ガンサバイバーの希望に向けて～」
　　　　講師　製鉄記念室蘭病院　リハビリテーション科　作業療法士　若杉 麻希 さん

会場　製鉄記念室蘭病院 がん診療センター ３階大講堂

　｢病気になっても住み慣れた家ですごしたい！｣という思いをかなえるために、どんなことが必要なのか、
どこに相談したらよいのかを一緒に考えてみませんか。どなたでも参加できます。

会場　保健センター 3階
定員　先着30人
申込方法　2月1日から13日まで、電話で

お手軽エクササイズ

市民公開講座

10:00　
～12:00

月18

14:00　
～16:00

土2

初心者
向け

時間と内容

9:30～10:00
◎受け付け

11:40～12:00
◎健康ミニ講座
◎ティータイム

10:00～11:30
◎運動

　室蘭の健康ご当地体操で､気持ちよく体を動かしましょう｡
飲み物を持参し、動きやすい服装と靴でお越しください。
会場　保健センター 4階

はぴらん体操講座はぴらん体操講座13:30　
～14:15

水13

14:00　
～15:00

木21

2
月
の
健
康
講
座

「
申
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」
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必
要
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ま
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。
当
日
、
直
接
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に
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さ
い
。

無料

糖尿病教室


