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健康推進課 ☎45-6610　　　　 図書館本館 ☎22-1658
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
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

《詳細》
健康推進
きらんＫ
きらんB
ここらん
らんらん

図 書 館

…子どもの健診

3㈬

おはなし会
10:30　図書館本館

開設一周年お祝い会（室蘭栄高等学校合唱部の歌）
11:20　子育て世代包括支援センター「ここらん」

3㈬
5㈮

3歳児健診
12:30　保健センター

6㈯ おはなし会
10:30　図書館本輪西分室

12㈮

ここまま相談広場
10:00 (1歳～就学前の子ども)
13:15 (1歳未満の赤ちゃん、妊婦)　
　　　　保健センター

13㈯ おはなし会
11:00　生涯学習センター「きらん」ブックパーク

15㈪
16㈫
19㈮

親子で簡単製作
　9：30（満1歳～就学前の子どもと保護者）
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）

16㈫ 1歳6カ月児健診(平成29年8月生まれの子ども)
12:30　保健センター

16㈫
17㈬
18㈭

おはなし会
11:40　図書館輪西分室

17㈬
4カ月児健診
(絵本や食器をプレゼントします。大きめのバックなどを持参してください)
12:30　保健センター

17㈬
18㈭

4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「ここらん」

18㈭ 1歳6カ月児健診 (平成29年8月生まれの子ども)
12:30　保健センター

21㈰ 英語のおはなし会
11:15　図書館本館

23㈫

4月生まれのお誕生会
  9:30（満1歳～就学前の子どもと保護者）
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）

23㈫～
5/6㈪

ブックパーク春のガチャポンまつり
(本を5冊借りると1回チャレンジできます)
10:00　生涯学習センター「きらん」ブックパーク

24㈬
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「ここらん」
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日 行　　　　事 詳  細

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

ままカフェ

《詳細》子育て世代包括支援センター「ここらん」 ☎45-2022

4/24 13:00～15:00水

ミ
ニ
講
座時間　13：30　　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

《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。

フッ素塗布 《詳細》健康推進課
　　　☎45-6610

当日
直接
当日
直接無料無料

当日
直接
当日
直接無料無料

０歳児ルーム わくわくルーム

対
象

満1歳未満の
赤ちゃんと保護者

月・火・木・金曜日
13:30～15:00

満1歳～就学前の
子どもと保護者

月・火・金曜日、
4月3日(水)・11日・18日・25日(木)

9:30～11:30

開
放
日
時

4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。

日時　4月17日(水)　10:30～11:30　会場　図書館本館
定員　先着3組程度　申込方法　4月10日まで、電話で

対象　1歳3カ月～就学前の子ども
日時　3日(水)・5日(金)・16日(火)・18日(木) 12:15～13:15
　　　25日(木)　13:00～14:45
会場　保健センター
料金　800円　　用意する物　母子健康手帳

　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。

〇しあわせ授乳　〇赤ちゃん向けの手遊び
〇妊産婦向けの簡単なストレッチ

無料無料

「ここらん」

予約予約

※月末図書整理による休館日…4月26日(金)

●図書館輪西分室
日時　4月20日(土)10:30～11:30
協力　育児サークルワニワニクラブ
●白鳥台えほん図書館
　(白鳥台ショッピングセンターハック内)
日時　4月20日(土)10:30～11:00
協力　たんぽぽ文庫

●図書館本館
日時　4月27日(土)
　　　10:30～11:15
協力　鉄ン子文庫

おはなし会標語：「ドは読書のド♪」
4/23　～5/12　こどもの読書週間火 日

無料無料

対象　幼児～小学生

4月の
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　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。
日時　4月19日(金) 13：30～15：00
会場　保健センター 3階
申込方法　4月18日まで、電話で

《会場・詳細》サンライフ室蘭 ☎55-3040

対象　生後6カ月～2歳ころの子どもとママ
日時　4月26日(金)　13:00～14:00
定員　先着6組　　　料金　2,000円
申込方法　4月1日から25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 春さがし♪

対象　生後2カ月以上の赤ちゃんとママ
日時　4月16日(火)　13:00～14:00
定員　先着10組　　料金　2,000円
申込方法　4月1日から15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
眠りを育てる ベビーマッサージ♪

キッズ・ジュニアの
ヒップホップジャズダンス

　同じくらいの月齢や年齢の子どもが一緒に遊んだり、お母さん
同士で交流しながら、子育ての悩みも相談できます。保健師によ
る相談日もあります。※再参加はできません。
対象　平成29年6月～12月に生まれた子どもと親
日時　5月17日・24日・31日（金曜日、全3回） 10:00～11:30
定員　先着20組　　申込方法　4月19日9時から、電話で

親子講座

　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》子育て世代包括支援センター「ここらん」 ☎45-2022

対象　4歳～中学生　
日時　4月24日(水)  18:30～19:15
定員　先着15人　　料金　500円
申込方法　4月1日から23日まで、 電話で

無料

無料

１歳児のいちごクラブ●

《詳細》健康推進課 ☎45-6610

りにゅう食教室

対象　小中学生
日時　5月11日（土）開始（全12回）13:00～15:00
会場　B&G海洋センター　　定員　先着20人
料金　6,000円（別途、保険は任意で申し込み）
　　　※毎回、ヨット使用料70円が必要。
申込方法　4月1日から30日まで、電話またはB＆G海洋センター
に備え付けの申込書をファクスで

　カードゲームを体験しながら、原子・分子について楽しく知ろう。
対象　5歳以上の子どもと保護者（子どもだけの参加はできません）
時間　10:15～12:15、13:30～15:30
定員　各先着10組（親子1組）　　　　料金　1組1,000円（材料費を含む）
申込方法　4月10日から26日まで、電話で

ジュニアヨット教室

　ヨットの体験と水辺で安全に活動できるよう、 救助法
を学びます。泳げなくても大丈夫です。
対象　ヨットが初心者の小学生
日時　4月28日(日)　10:00～12:00
会場　げんき館ペトトル　　定員　先着15人
料金　1,000円（入館料を含む。別途、保険は任意で申し込み）
申込方法　4月1日から19日まで、電話またはＢ＆Ｇ海洋センター
に備え付けの申込書で、ファクスか直接

プールで小型ヨット体験会

科学館に行こう！

《詳細》Ｂ＆Ｇ海洋センター ☎26-2082 　26-2083FAX

　ヨットの体験と水辺で安全に活動できるよう、 救助法

出張！ロボットアリーナ2019

4/27土

親子講座

講座や教室に参加して、子育てについて勉強してみませんか

講講 座座

オプティミスト

（5月～9月）泳げなくても
大丈夫

　カヌーやヨットを体験し、室蘭港
クルージングを行います。

対象　5歳～中学生
定員　先着50人
料金　500円（小学生以上）
申込方法　4月１日から5月4日まで、
電話またはＢ＆Ｇ海洋センターに備
え付けの申込書で、ファクス、メー
ルまたは直接
《会場・詳細》Ｂ＆Ｇ海洋センター
☎26-2082　 26-2083

こどもの日
海レク体験

5/5 9:00～15:00日

b_g_murorankaiyo@helen.ocn.ne.jp

《詳細》青少年科学館 ☎22-1058

当日、直接お越しください。

入館料　大人400円、65歳以上250円、高校生200円、中学生以下無料

カードゲーム「ぶんしっし」講座

●ロボット操縦体験

●ロボット競技

時間　10:00～16:00

対象　小学生　　定員　先着10人
時間　13:30～14:30
　　　（13:00から受け付け）

「昆虫ロボット対決！」
「くじらんロボットを作ろう！」

●ロボット画伯に
　似顔絵を描いてもらおう

●体験教室

時間　10:00～16:00

対象と定員　5歳～小学3年生　先着8人
　　　　　　小学4～6年生　　先着8人
時間　10：30～11:00
　　　（10：15から受け付け）

（ （年齢によって体験できないプログ
ラムもあります

対象　小学生以下
　　　(就学前の子どもは保護者同伴)
日時　4月30日（火） 14:00～15:30
会場　室蘭言泉学園遊技場
定員　先着20人
申込方法　当日会場で
　　　いずみ子ども会（室蘭言泉学園
本部事務局内）・高橋 ☎50-6720

　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　4月14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　4月28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

対象　2カ月～2歳の子どもと保護者
日時　4月5日・12日・19日・26日(金)
         11:00～12:00
料金　各1,000円（蒸しパン付き）

対象　3歳～小学生
日時　4月14日（日） 10:30～11:30
料金　500円

会場　ワニワニクラブ（ぷらっと。てついち内）
申込方法　各前日まで、メールで
　　　CoCo LuNa･高子 ☎090-6994-2081
　 cocoluna.murorann@gmail.com
　

　当日会員になり、鑑賞ができます。
対象　3歳以上の子どもと保護者
日時　4月24日(水) 18:30
会場　市民会館
料金　1人（4歳以上）入会金200円、
　　　2,000円（月会費2カ月分）
　　　室蘭子ども劇場 ☎43-3790

　ビーバーダムやティピーテントを作
り、ボーイスカウトを体験します。
対象　5歳～小学生
日時　4月14日（日） 13:00～15:00
会場　本教寺（常盤町6-14）
料金　300円
　　　本教寺・髙倉 ☎22-2811

　親子体操や発達相談、子育て情報を
盛り込んだ親子教室です。
対象　1歳～3歳の子どもと保護者
日時　4月12日(金) 10:00～11:30
会場　道営住宅「であえーる」集会所
料金　1,000円

　足元から元気を作る体操教室です。
運動が苦手な子どもも楽しむことがで
きます。ゲームで遊びながら身体作り
をしていきます。
対象　4歳～8歳の子ども
日時　4月12日・26日(金)
　　　15:45～17:30
会場　保健センター体育館　

申込方法　各前日まで、電話または
メールで
　　　リラクゼーション＆足育サロン・
米丸 ☎050-3575-0184
    iyashino-otete@mbr.nifty.com

対象　生後1カ月以上の赤ちゃんとママ
日時　4月9日(火) 10:00～11:30
会場　道営住宅「であえーる」集会所
定員　先着7組
料金　2,000円
申込方法　4月8日まで、申し込み
フォームで
(https://resast.jp/events/324796)

　
　妊婦とママの交流の場です。手作り
パンもあります。
対象　妊婦と子育て中のママ
日時　4月23日(火)　10:00～11:30
会場　生涯学習センター「きらん」
定員　先着10人
料金　1,000円
申込方法　4月22日まで、申し込み
フォームで
(https://resast.jp/events/324801)

　　　産後ケア教室SMILEサロン・
　　　澤田 ☎080-6069-4254

日時　4月7日(日) 　9:30～10:00
会場　日本キリスト教会室蘭教会
　　　同教会 ☎22-6086

日時　4月4日・11日・18日・25日(木)
　　　14:30～16:00
会場　自宅（白鳥台2-40-12）
　　　同文庫・安藤 ☎090-9517-6955

日時　4月14日(日)　11:00～
会場　エルムミュージックサロン
　　　(エルム楽器室蘭支店内)
　　　同店 ☎44-1156

　「子どもの成長に合わせて子育ても
ステップアップ♪」をテーマに、話し
合います。
日時　4月9日(火)　10:00～11:30
会場　生涯学習センター「きらん」
料金　500円
申込方法　4月8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
　birds.bees2010@gmail.com　　
　　　　　　　　　　

　民生・児童委員が中心となり、親子
の交流の場として開設しています。

● 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　4月1日・8日(月)　
　　　10:00～12:00　 
会場　常盤町会館(海岸町3-11-7)
　　　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　4月9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（対象外の地域の
参加は要相談）
日時　4月9日・23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

日時　4月11日・25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

　So La La（リトミック体操）
　ボーイスカウト室蘭１団
　英建設㈱

無料＊アニメ映画上映会
『くもりときどきミートボール』

＊おもちゃの修理

＊人形劇団えりっこ『いきてるよ』
　

＊ベビーヨガ

＊キッズヨガ

ココ　　　ルナ

＊ボーイスカウトって何するの？

＊親子はぐくみ教室 あしまる体験会

無料

＊ベビーマッサージSMILEサロン

＊お茶会♡SMILEサロン

＊みくにっ子文庫おはなし会

＊おんがくの
　おくりものコンサート

＊たんぽぽ文庫（本の貸し出し）無料

無料

＊子育てのわ ～輪と和～

＊子育てサロン

無料

無料

子育て応援団に入りました

《詳細》子育て支援課 ☎50-5101

（2月28日現在）

無料
＊おはなしやさん
　絵本の読み聞かせ

無料

＊足育運動遊びクラス あしまるKids
　体験会

ソ　　ラ　　ラ

子育て応援団からのお知らせ

広報むろらん 2019年4月19



対象　小学生以下
　　　(就学前の子どもは保護者同伴)
日時　4月30日（火） 14:00～15:30
会場　室蘭言泉学園遊技場
定員　先着20人
申込方法　当日会場で
　　　いずみ子ども会（室蘭言泉学園
本部事務局内）・高橋 ☎50-6720

　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　4月14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　4月28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

対象　2カ月～2歳の子どもと保護者
日時　4月5日・12日・19日・26日(金)
         11:00～12:00
料金　各1,000円（蒸しパン付き）

対象　3歳～小学生
日時　4月14日（日） 10:30～11:30
料金　500円

会場　ワニワニクラブ（ぷらっと。てついち内）
申込方法　各前日まで、メールで
　　　CoCo LuNa･高子 ☎090-6994-2081
　 cocoluna.murorann@gmail.com
　

　当日会員になり、鑑賞ができます。
対象　3歳以上の子どもと保護者
日時　4月24日(水) 18:30
会場　市民会館
料金　1人（4歳以上）入会金200円、
　　　2,000円（月会費2カ月分）
　　　室蘭子ども劇場 ☎43-3790

　ビーバーダムやティピーテントを作
り、ボーイスカウトを体験します。
対象　5歳～小学生
日時　4月14日（日） 13:00～15:00
会場　本教寺（常盤町6-14）
料金　300円
　　　本教寺・髙倉 ☎22-2811

　親子体操や発達相談、子育て情報を
盛り込んだ親子教室です。
対象　1歳～3歳の子どもと保護者
日時　4月12日(金) 10:00～11:30
会場　道営住宅「であえーる」集会所
料金　1,000円

　足元から元気を作る体操教室です。
運動が苦手な子どもも楽しむことがで
きます。ゲームで遊びながら身体作り
をしていきます。
対象　4歳～8歳の子ども
日時　4月12日・26日(金)
　　　15:45～17:30
会場　保健センター体育館　

申込方法　各前日まで、電話または
メールで
　　　リラクゼーション＆足育サロン・
米丸 ☎050-3575-0184
    iyashino-otete@mbr.nifty.com

対象　生後1カ月以上の赤ちゃんとママ
日時　4月9日(火) 10:00～11:30
会場　道営住宅「であえーる」集会所
定員　先着7組
料金　2,000円
申込方法　4月8日まで、申し込み
フォームで
(https://resast.jp/events/324796)

　
　妊婦とママの交流の場です。手作り
パンもあります。
対象　妊婦と子育て中のママ
日時　4月23日(火)　10:00～11:30
会場　生涯学習センター「きらん」
定員　先着10人
料金　1,000円
申込方法　4月22日まで、申し込み
フォームで
(https://resast.jp/events/324801)

　　　産後ケア教室SMILEサロン・
　　　澤田 ☎080-6069-4254

日時　4月7日(日) 　9:30～10:00
会場　日本キリスト教会室蘭教会
　　　同教会 ☎22-6086

日時　4月4日・11日・18日・25日(木)
　　　14:30～16:00
会場　自宅（白鳥台2-40-12）
　　　同文庫・安藤 ☎090-9517-6955

日時　4月14日(日)　11:00～
会場　エルムミュージックサロン
　　　(エルム楽器室蘭支店内)
　　　同店 ☎44-1156

　「子どもの成長に合わせて子育ても
ステップアップ♪」をテーマに、話し
合います。
日時　4月9日(火)　10:00～11:30
会場　生涯学習センター「きらん」
料金　500円
申込方法　4月8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
　birds.bees2010@gmail.com　　
　　　　　　　　　　

　民生・児童委員が中心となり、親子
の交流の場として開設しています。

● 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　4月1日・8日(月)　
　　　10:00～12:00　 
会場　常盤町会館(海岸町3-11-7)
　　　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　4月9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（対象外の地域の
参加は要相談）
日時　4月9日・23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

日時　4月11日・25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

　So La La（リトミック体操）
　ボーイスカウト室蘭１団
　英建設㈱

無料＊アニメ映画上映会
『くもりときどきミートボール』

＊おもちゃの修理

＊人形劇団えりっこ『いきてるよ』
　

＊ベビーヨガ

＊キッズヨガ

ココ　　　ルナ

＊ボーイスカウトって何するの？

＊親子はぐくみ教室 あしまる体験会

無料

＊ベビーマッサージSMILEサロン

＊お茶会♡SMILEサロン

＊みくにっ子文庫おはなし会

＊おんがくの
　おくりものコンサート

＊たんぽぽ文庫（本の貸し出し）無料

無料

＊子育てのわ ～輪と和～

＊子育てサロン

無料

無料

子育て応援団に入りました

《詳細》子育て支援課 ☎50-5101

（2月28日現在）

無料
＊おはなしやさん
　絵本の読み聞かせ

無料

＊足育運動遊びクラス あしまるKids
　体験会

ソ　　ラ　　ラ

子育て応援団からのお知らせ

広報むろらん 2019年4月19


