子育て世代包括支援センター
「ここらん」
みんなの広場

6月の健診・おでかけカレンダー

無料

開放日 月〜金曜日
開放時間 10：00〜16：00

当日、直接会場にお越しください。
当日
直接

《詳細》子育て世代包括支援センター「ここらん」☎45-2022

ままカフェ

2㈰
5㈬

ミニ講座 妊娠・授乳期の栄養〜ママレストラン〜

○赤ちゃん向けの手遊び ○妊産婦向け簡単ストレッチ
○管理栄養士による妊娠・授乳期のお話
○ママレストラン(アレルギーのある人はランチを持参)
時間 11：00〜13:00（開場10:00）
メニュー 黒米ごはん、アサリのカレー、大豆とひき肉の甘辛
焼き、にんじんサラダ、季節の野菜＆果物、ヨーグルト
定員 先着30人
申込方法 6月3日から、電話で
《詳細》健康推進課 ☎45-6610

らんらんのルームであそぼう
ルーム

対

象

無料

当日
直接

月・火・木・金曜日
13:30〜15:00
月・火・水・金曜日
満1歳〜就学前の子ども
（６月12日(水)を除く）
と保護者
9:30〜11:30

〜絵本とともだちに〜

《会場･詳細》図書館 ☎22-1658
月末図書整理による
無料
休館日…6月28日
（金）

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。
日時 6月19日(水)
10:30〜11:30
定員 先着3組程度
申込方法 6月12日まで、
電話で

6月の

開放日時

満1歳未満の赤ちゃん
と保護者

赤ちゃんライブラリー

フッ素塗布

予約

5㈬
7㈮
8㈯
10㈪
11㈫
14㈮
16㈰

《詳細》子育て支援センターらんらん(常盤保育所内) ☎25-6002

わくわく
ルーム

1㈯

6/21 金 10:00〜13:00

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す。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
カフェインティーもあります。

０ 歳児
ルーム

日

うたって あそぼう
ハイハイ ととけっこう
４カ月から１歳未満の乳児と親
を対象に、わらべうた遊びや絵本
の読み聞かせなどを行います。
日時 6月8日(土) 11:00〜12:00
定員 先着10組程度
申込方法 6月7日まで、電話で
《詳細》健康推進課
☎45-6610

対象 1歳3カ月〜就学前の子ども
日時 5日(水)･7日(金)･18日(火)･20日(木) 12:15〜13:15
27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

行

…子どもの健診
詳 細

事

おはなし会
10:30

図 書 館

図書館本輪西分室

サンデーパパ おとうさん、あそぼ

らんらん

10:00（満1歳〜就学前の子どもとお父さん)
子育て支援センターらんらん(常盤保育所内)

おはなし会
10:30

図 書 館

図書館本館

3歳児健診 (平成28年5月生まれ)
12:30

健康推進

保健センター

おはなし会
11:00

きらんB

生涯学習センター「きらん」ブックパーク

親子で簡単せいさく
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）

英語のおはなし会
11:15

らんらん

図 書 館

図書館本館

ここまま相談広場
17㈪

10:00 (1歳〜就学前の子ども)
13:15 (1歳未満の赤ちゃんと妊婦)
保健センター

17㈪
18㈫

６月生まれのおたんじょうかい

18㈫
18㈫
19㈬
19㈬

11:20

健康推進

ここらん

子育て世代包括支援センター「ここらん」

1歳6カ月児健診 (平成29年10月生まれ)
12:30

健康推進

保健センター

おはなし会
11:40

図 書 館

図書館輪西分室

(

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

(

おはなし会
20㈭

11:40

図 書 館

図書館輪西分室

1歳6カ月児健診 (平成29年10月生まれ)
12:30

健康推進

保健センター

保健センター

健康推進

6月生まれのお誕生会
25㈫

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）

25㈫
27㈭
28㈮

親子で楽しむ簡単せいさく(各先着20組程度)

《詳細》
健康推進
きらんＫ
きらんB
ここらん
らんらん

10:00

子育て世代包括支援センター「ここらん」

らんらん

ここらん

健康推進課 ☎45-6610 図 書 館 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
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児童手当・特例給付現況届の受け付けが 始まります 《詳細》子育て支援課 ☎25-2494
児童手当・特例給付を受けている人には、 現況届を
発送しますので、 受付期間内に子育て支援課に提出し
てください。現況届の提出がない場合は、 6月分以降の
手当が受けられなくなりますので、ご注意ください。
なお、公務員の人は、勤務先で手続きしてく
ださい。

講 座
りにゅう食教室

受付期間
受付方法
臨時受付

会

中小企業センター

無料

おすすめ本を展示する ひとはこ図書館 を、デコ布小物作家
さんと一緒にみんなで作り、7月7日まで展示タワーに置きます。
おすすめ本は、ブックパークの本からスタッフと
一緒に選び、来館者に借りてもらいます。
対象 自分でおすすめの本を選んで、展示本を
補充することができる小学生
日時 6月22日(土) 12:30〜15:00
定員 先着20人
申込方法 6月3日から、電話または直接

リフレッシュ講座

子育て応援団が講師の講座です。 タッチ のお話や、
ベビーマッサージの体験を行います。
対象 妊婦、生後8カ月までの赤ちゃんと保護者
日時 7月10日(水) 10:15〜11:15
定員 先着12組
申込方法 6月11日から26日まで、電話または直接
《会場･詳細》子育て世代包括支援センター「ここらん」
☎45-2022

同じくらいの月齢や年齢の子どもが一緒に遊び、
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。 ※再参加はできません。

対象
日時

平成30年8月〜平成31年1月に生まれた赤ちゃんと親
7月23日・30日、8月6日（火曜日、全3回、管理栄養士の
講話と離乳食の試食もあります) 13:30〜15:00
定員 先着20組
申込方法 6月18日から、電話または直接

《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
1 歳児 日時
いちご
クラブ 定員

《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

親子で楽しむ おりがみ教室

作ってあそぼっ！

日時

日時

10:30〜11:00
対象
料金

当日
直接

小学生までの子どもと保護者
定員
子ども200円（キッズパーク入場料)

6月12日・26日(水)
14:30〜15:00

各先着10組程度

《会場･詳細》
生涯学習センター
「きらん」
キッズパーク ☎83-7752
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赤ちゃんと
ママのための

ベビーマッサージ講座

親子で愛を伝える ベビーマッサージ♪
対象 生後2カ月以上の赤ちゃんとママ
日時 6月18日(火) 13:00〜14:00
定員 先着10組
料金 2,000円
申込方法 6月1日から17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 ピクニック♪

平成29年8月〜平成30年2月に生まれた子どもと親
7月19日・26日、8月2日（金曜日、全3回、保健師による
質問コーナーもあります) 10:00〜11:30
先着10組
申込方法 6月14日から、電話または直接

6月8日・22日(土)

無料

子どもの心に触れるベビーマッサージのお話

《会場･詳細》生涯学習センター「きらん」
ブックパーク ☎83-7753

0 歳児
ひよこ
クラブ

受付時間

乳幼児の時期に起こりやすい事故の予防や手当について、
人工呼吸やＡＥＤの使い方などの実技を交えて学びます。
実技を行いやすい服装でお越しください。また、当日は託
児（事前に予約）も受けます。
対象 乳幼児のいる父母、
幼児安全法に関心のある人
日時 6月29日(土) 10:00〜12:00
定員 先着30人程度
料金 252円（教材費）
申込方法 6月3日から28日まで、電話または直接

無料

〜ぼくもわたしもＢＯＸ図書かんちょう!〜

無料

開設日

6月 6 日（木）
・24日（月）10:00
〜16:00
6月18日（火）

幼児安全法講習会

これから赤ちゃんに離乳食を始める人や初期・中期食を始め
ている人が対象です。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 6月13日(木) 13：30〜15：00
会場 保健センター 3階
申込方法 6月12日まで、電話で
《詳細》健康推進課 ☎45-6610

親子
講座

場

生涯学習センター｢きらん｣

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。

デコＢＯＸライブラリー

6月1日(土)〜30日(日)
郵送または窓口に直接（窓口は土・日曜日を除く）

当日
直接

対象 6カ月〜2歳ころの子どもとママ
日時 6月21日(金) 13:00〜14:00
定員 先着6組
料金 2,000円
申込方法 6月1日から20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

フロアストレッチからリズム取りと簡単な
ダンスを体験します。
対象 4歳〜小学生
日時 6月26日(水) 18:30〜19:15
定員 先着15人
料金 500円
申込方法 6月1日から25日まで、電話で
《会場・詳細》サンライフ室蘭 ☎55-3040

水族館で楽しもう 《詳細》水族館
☎27-1638
週替わりでいろいろな魚に触れる
ことができます。
日時 6月〜10月9日の毎週土曜日
13:30〜14:00

迷路脱出！
ねずみロボットを作ろう
対象
時間

水槽見学や観覧車からの夜景を
見て、夜の水族館を楽しみましょう。
（観覧車は1人1回200円）
日時 6月15日(土) 18:00〜20:30
（入館は20時まで）

げんき館
ペトトル

入館料
一般400円
高校生200円
中学生以下無料
年間パスポート
1,000円

キッズパークお休みのお知らせ

6月21日(金)・25日(火)・28日(金)、7月2日(火)は、
メルトタワーの定期改修期間のためお休みします。
《詳細》げんき館ペトトル ☎59-3443

子育て応援団からのお知らせ
ベビーマッサージ SMILEサロン

対象 1カ月以上の赤ちゃんとママ
日時 6月25日(火) 10:00〜11:30
定員 先着10組
料金 2,000円
申込方法 6月24日まで、
申込フォーム
で（https://resast.jp/events/339913）

お茶会♡SMILEサロン

対象 妊婦、ママ
日時 6月25日(火) 12:00〜13:30
定員 先着10人
料金 1,000円
申込方法 6月24日まで、
申込フォーム
で（https://resast.jp/events/339915）
会場 道営住宅「であえーる」集会所
産後ケア教室SMILEサロン・澤田
☎080-6069-4254

みくにっ子文庫おはなし会 無料
日時
会場

6月2日(日） 9:30〜10:00
日本キリスト教会室蘭教会(幸町5-16)
同教会 ☎22-6086

子育てのわ〜輪と和〜

「ママがイライラしてきちゃったらどうしましょう?」

ママは笑ってなくちゃだめなの ?

日時 6月25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 6月24日まで、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

電池で 動く
ボートを作ろう！

●

夜の水族館

七夕にちなんだ「アマノガ
ワテンジクダイ」などの魚を
特別水槽に展示します。
短冊に願い事を書いて、
笹竹に飾り付けもできます。
期間 6月22日(土)
〜7月7日(日)

土

モーターの仕組みや回転を学びながら、動くロボットを組み
立てます。完成したロボットは、持ち帰ることができます。

魚と触れ合い体験（荒天中止）

七夕展示生体展示

29 ロボットアリーナ体験教室 無料

6/

●

対象
時間

小学2・3年生
10:30〜12:00

小学4〜6年生
14:00〜16:00

定員 各10人（定員超えは抽選）
申込方法 6月13日まで、住所・氏名・学校名・学年・電話番号・
イベント名を記入し、ファクス、ホームページ、郵送または直接

《詳細》室蘭工業大学ロボットアリーナ ☎・FAX 46-5337
050-8585 水元町27-1

室工大サイエンススクール 無料
体験しよう!!

未来を変える夢の新材料と
不思議な超高圧の世界

20

7/

土

高い圧力を発生させ、あたたかい氷を作ったり、不思議な性質
をもった素材の実験をします。
対象

小学5年生〜中学生
（保護者同伴も可）
会場 室蘭工業大学
定員 20人
（定員超えは抽選）

申込方法 6月24日から7月5日まで、
ホームページ、または、住所・氏名・
学校名・学年・電話番号・イベント名
を記入し、ファクス、メール、郵送ま
たは直接

《詳細》室蘭工業大学総務広報課 ☎46-5016 FAX 46-5032
chiiki@mmm.muroran-it.ac.jp
050-8585 水元町27-1

親子はぐくみ教室 あしまる

運動と発達をフォローする幼児体操
対象 1〜3歳の子どもと保護者
時間 10:00〜11:30
会場 道営住宅「であえーる」集会所
料金 2,500円（体験は1,000円）

足育運動遊び あしまる Kids

運動が苦手でもゲームで遊んで身体作り
靴の交換時期のアドバイス
対象 4〜8歳の子どもと保護者
時間 15:45〜17:30
会場 保健センター 体育館
料金 1,500円（初回は無料）
日時 6月14日・28日(金)
申込方法 各前日まで、ファクスかメールで
リラクゼーション＆足育サロン・米丸
☎080-5436-0230
0142-23-4900
iyashino-otete@mbr.nifty.com

ベビーマッサージ教室

対象 3カ月以上の子どもと保護者
日時 6月14日(金) 10:30〜12:30
会場 胆振地方男女平等参画センター(ミンクール)
料金 2,000円

ふれあい遊びとスキンシップのお話
対象 親子、妊婦、お母さんのみ
日時 6月21日(金) 10:30〜11:30
会場 ワニワニクラブ（ぷらっと。てついち内）
料金 500円
申込方法 各前々日まで、メールで
Present・齋藤 ☎090-5981-5049
babymassage.present@gmail.com

ベビーヨガ
対象
日時

2カ月〜2歳の子どもと保護者
6月7日・14日・28日(金)
11:00〜12:00
料金 各1,000円（蒸しパン付き）

キッズヨガ

対象 3歳〜小学生の子どもと保護者
日時 6月9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
ココ
ルナ
CoCo LuNa・高子 ☎090-6994-2081
cocoluna.murorann@gmail.com

たんぽぽ文庫（児童書の貸し出し）無料
日時
会場

毎週木曜日 14:30〜16:00
自宅（白鳥台2-40-12）
同文庫・安藤 ☎090-9517-6955

おもちゃの修理（部品により有料）
日時 6月 9 日
（日）11:00〜16:00
（中島町）
会場 ふれあいサロンほっとな〜る
日時
会場

6月23日(日) 10:00〜16:00
青少年科学館

日時 6月28日(金) 10:00〜12:00
会場 子育て世代包括支援センター｢ここらん｣

おもちゃの病院「中島」
・水木
☎46-7550

子育て応援団に入りました

（4月30日現在）

サロン ド フルベール登別店
土曜サロン・ワニワニ
YogaサークルDOLPHINママ&キッズ
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