子育て世代包括支援センター
「ここらん」
みんなの広場

当日
直接

無料

開放日 月〜金曜日
開放時間 10：00〜16：00

《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

7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

行

1㈪
〜7㈰

七夕短冊作り(小学生までの子どもと保護者)

3㈬

7/24 水 13:00〜15:00

3㈬
5㈮

プレママ（16週以降の安定期の妊婦）と新米ママ
(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を用意しています。

6㈯

ミニ講座 妊産婦の歯科講話とブラッシング

6㈯
7㈰

○歯科医師による妊産婦と乳幼児の口腔ケアのお話
○歯科衛生士によるブラッシング指導
時間 14:00〜15:00
用意する物 母子健康手帳

8㈪
9㈫

《詳細》健康推進課 ☎45-6610
10㈬

らんらんのルームであそぼう

無料

当日
直接

11㈭

《詳細》子育て支援センターらんらん(常盤保育所内)
☎25-6002
ルーム

０ 歳児
ルーム

対

象

月・火・木・金曜日
(祝日を除く)
13:30〜15:00

わくわく 満1歳〜就学前の子ども
と保護者
ルーム

（

月・火・水・金曜日
祝日、7月17日(水)・
19日・26日(金)を除く
9:30〜11:30

12㈮

（

《会場･詳細》図書館 ☎22-1658
月末図書整理による
無料
休館日…7月31日
（水）

うたって あそぼう
赤ちゃんライブラリ
リー うた
ととけっこう

〜絵本とともだちに〜

3歳から5歳までの子どもと
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。

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 7月17日(水)
10:30〜11:30
定員 先着3組程度
申込方法 7月10日まで、
電話で

7月の

フッ素塗布

日時

7月27日(土)
11:00〜12:00
定員 先着10組程度
申込方法 7月2日から26日
まで、電話で

予約

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
《詳細》健康推進課 ☎45-6610
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10:00

詳 細

事

きらんK

生涯学習センター「きらん」キッズパーク

おはなし会
10:30

図 書 館

図書館本館

3歳児健診 (平成28年6月生まれ)
12:30

健康推進

保健センター

おはなし会
10:30

図 書 館

図書館本輪西分室

〜ＴＡＮＡＢＡＴＡ〜暗号探しゲーム

きらんK

(小学生までの子どもと保護者)
10:00 生涯学習センター「きらん」キッズパーク

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）

おりがみ教室

きらんK

(小学生までの子どもと保護者、先着10組程度)
15:15 生涯学習センター「きらん」キッズパーク

(

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

らんらん

(

保健センター

健康推進

親子で簡単せいさく

開放日時

満1歳未満の赤ちゃん
と保護者

…子どもの健診

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）

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㈯
16㈫
17㈬
18㈭
18㈭
20㈯

らんらん

健康推進

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

1歳6カ月児健診 (平成29年11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

1歳6カ月児健診 (平成29年11月生まれ)
12:30

健康推進

保健センター

おりがみ教室

きらんK

(小学生までの子どもと保護者、先着10組程度)
15:15 生涯学習センター「きらん」キッズパーク

7月生まれのおたんじょうかい
23㈫

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）

24㈬
25㈭

7月生まれのおたんじょうかい

29㈪
30㈫
31㈬

親子で楽しむ簡単せいさく(各先着20組程度)

31㈬

《詳細》
健康推進
きらんＫ
きらんB
ここらん
らんらん

11:20

10:00

ここらん

子育て世代包括支援センター「ここらん」

(

12:30

ここらん

子育て世代包括支援センター「ここらん」

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

らんらん

(

健康推進

保健センター

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

遊びから
！
学ぼう！

親子deスポーツ

ストレッチ体操やボールあそび運動、縄跳び
運動などの遊びを通して、基礎的
な運動を学びます。
対象 4歳〜就学前の子どもと親
日時 7月6日(土) 10:00〜11:00
会場 体育館
定員 先着15組
料金 親子1組700円
（入館料、保険料を含む）
申込方法 7月1日から5日まで、体育館、入江
運動公園陸上競技場・温水プール、Ｂ＆Ｇ海洋
センター、げんき館ペトトルに備え付けの申込
書に料金を添えて体育館に直接
《詳細》体育協会 ☎44-7521

子育て なんでも相談会

子どもの「気になること」の相談に、保健師や臨床心理士、保育士、
管理栄養士、家庭児童相談員などの専門スタッフがお答えします。
託児を無料で受けます。
日時 7月17日(水) 10:00〜12:00
申込方法 当日会場で
《会場・詳細》子育て世代包括支援センター「ここらん」☎45-2022

Lets図書館お手伝い 〜君も司書Jr.！ 無料
期間中に本の整理やよみきかせコーナーの整理、ポスター作成など
を15分程度行うと毎回スタンプカードにスタンプを押してもらえます
（1日2個まで)。スタンプを31個集めた先着15人は、9月に窓口カウン
ターで司書Jr.としてお仕事ができます。 10個以上集めると手作り
グッズをプレゼントします。
対象 小中学生
日時 7月29日(月)〜8月29日(木) 10:30〜11:30
定員 先着30人
用意する物 「よむ・よむ」カード
《会場・詳細》生涯学習センター「きらん」
ブックパーク ☎83-7753

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

親子講座

● 2歳児のちびっこクラブ

無料

無料

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。家庭児童相談員によ
る講話もあります。※再参加はできません。

赤ちゃんと
ママのための

ベビーマッサージ講座

赤ちゃんとママがリラックスできる
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

7月16日(火) 13:00〜14:00

定員

先着10組

申込方法

料金

2,000円

7月1日から15日まで、電話で

ファーストサイン教室

対象

平成28年10月〜平成29年5月に生まれた子どもと親

赤ちゃんと
ママのための

日時

8月21日・28日、9月4日（水曜日、全3回）10:00〜11:30

ファーストサインで 動物園に行こう♪

定員

先着10組

対象

生後6カ月〜2歳ころの子どもとママ

日時

7月19日(金) 13:00〜14:00

定員

先着6組

申込方法

7月24日9時から、電話または直接

《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

マタニティ講座

無料

行います。パパの妊婦体験や子どもの事故予防のお話もあり、ママの
みパパのみの参加もできます。
対象

市内に居住する人(16週以降の安定期の妊婦と家族)

日時

7月21日(日) 9:30〜11:30（9:20までに受け付け)

会場

保健センター 3階

定員

2,000円

7月1日から18日まで、電話で

キッズ・ジュニアの

夫婦で楽しく参加できる講座です。赤ちゃん人形でもく浴の練習を

申込方法

申込方法

料金

先着30人

7月1日から、電話で
《詳細》健康推進課 ☎45-6610

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、簡単なダンスを
体験します。
対象 4歳〜小学生
日時 7月24日(水) 18:30〜19:15
定員 先着15人
料金 500円
申込方法 7月1日から23日まで、電話で
《会場・詳細》サンライフ室蘭 ☎55-3040
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子育て応援団からのお知らせ ととけっこう

わらべうたや絵本の読み聞かせ 無料

おはなしやさん
絵本の読み聞かせ 無料
日時

7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

映画『うまれる』上映会
日時
会場
料金

7月13日(土) ①10:00 ②13:30
14日(日) ③10:00 ④13:30
※②③は赤ちゃんの同伴可。
生涯学習センター「きらん」
就学前の子どもは無料。
事前申込

当日申込

1,000円

1,500円

500円

800円

高校生以上
小中学生

申込方法 各前日まで、申込フォーム
(https://ws.formzu.net/fgen/S86
593877）または、当日直接（託児は
6カ月〜就学前の子ども1人につき
500円で受けます。各先着10人)
うまれる上映プロジェクトin
室蘭・野沢 ☎080-5584-0365

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 月額2,500円
（体験は1,000円）

足育運動遊び あしまる Kids

・楽しいゲームで身体作り
・靴の交換時期のアドバイス
対象 4〜8歳の子どもと兄弟姉妹と
保護者
時間 15:45〜17:30
会場 保健センター体育館
料金 月額1,500円(初回は無料）

日程 7月12日・26日(金)
申込方法 各前日まで、ファクスまた
はメールで
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

おもちゃの修理（部品により有料）
日 時
会 場
7月14日(日) ふれあいサロン
11:00〜16:00 ほっとな〜る(中島町)
7月21日(日)
10:00〜16:00

青少年科学館

おもちゃの病院「中島」
・水木
☎46-7550

対象
日時
会場

1歳6カ月〜3歳の子どもと親
7月7日(日) 11:00〜12:00
図書館本館
蔦田 ☎50-6703

日時
会場

7月7日(日) 9:30
日本キリスト教会室蘭教会
同教会 ☎22-6086

子育てのわ〜輪と和〜

（児童書の貸し出し）無料
たんぽぽ文庫

リラクゼーションで
お母さんの気持ちを整えよう！

舞台鑑賞会 人形劇団あっけらかん
『だるまちゃんとてんぐちゃん』

親子でポジティブ性教育

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

当日会員になり、鑑賞ができます。
対象 小学3年生以下の子どもと親
日時 7月18日(木) 18:30
会場 市民会館
料金 1人2,200円(入会金200円、会
費月額1,000円×2カ月分)
室蘭子ども劇場 ☎43-3790

ベビーヨガ
対象

2カ月〜2歳の子どもと親
日

会

時

場

7月5日・19日(金) ぷらっと。てついち
（蒸しパン付き）
11:00
生涯学習センター
「きらん」

7月12日(金)
10:00
料金

各1,000円

キッズヨガ
対象
日時
会場
料金

3歳〜小学生の子どもと親
7月20日(土) 10:00
生涯学習センター「きらん」
500円

日時 7月30日(火) 10:00〜11:30
料金 500円
申込方法 7月29日まで、電話または
メールで
対象 小学5・6年生と保護者
日時 7月6日(土) 10:00〜11:30
定員 先着12組
料金 3,000円
申込方法 7月5日まで、電話または
メールで
会場

生涯学習センター「きらん」
The birds and bees 思春期活
動推進会・髙村 ☎090-1302-5116
bird.bees2010@gmail.com

子育てサロン

親子のふれあいや
交流の場

民生・児童委員が中心となり、定期
的に開設しています。
● 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 7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

CoCo LuNa･高子
☎090-6994-2081
cocoluna.murorann@gmail.com

寿町子育てサロン(親子遊び) 無料
対象 原則、日の出町・寿町・東町の
就学前の子どもと親（対象外地域から
の参加は要相談）
日時 7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

産後ケア教室

ベビーマッサージ

申込方法

ココ

各前日まで、メールで
ルナ

〜ママとココロとカラダを
リフレッシュ〜

お産の振り返りなど、4回連続講座
です。1回のみの参加もできます。
対象 生後1カ月以上の赤ちゃんとママ
日時 7月9日・16日・23日・30日(火)
10:00〜11:40
会場 道営住宅「であえーる」集会所
定員 先着7組
料金 10,000円
（1回のみの参加は3,000円）
申込方法 7月8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

フリーペーパー『おやこっこ』始まります！
！

毎週月曜日11時から放送しているＦＭびゅーの子育て応援
ラジオ番組「ラジこらん」から、子育て情報をお届けするフリー
ペーパー『おやこっこ』が登場します。
7月から3カ月ごとに、年4回発行します。ぜひ、ご覧ください。
室蘭まちづくり放送㈱＆FMびゅーteamラジっ娘♡
☎84-1662
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みくにっ子文庫おはなし会 無料

募集しています

『おやこっこ』の編
集に当たり、情報提
供、取材依頼、メン
バーを随時募集して
います。詳細は、お
問い合わせください。

●

対象 生後3カ月以上の子どもと保護者
日時 7月30日(火) 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
ママとベビーのスキンケアのお話

対象 妊婦、親子(ママのみも可）
日時 ７月26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

キッズマッサージ＆わらべ歌
対象
日程
時間
会場
料金

3歳以上の子どもと保護者
女の子…8月1日(木)
男の子…8月2日(金)
10:30〜12:30
道営住宅「であえーる」集会所
各2,500円

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

