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…子どもの健診

3㈯
おはなし会
10:30　図書館本輪西分室

5㈪
6㈫
7㈬

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）

7㈬
おはなし会
10:30　図書館本館

7㈬
9㈮

3歳児健診 (平成28年7月生まれ)
12:30　保健センター

10㈯
おはなし会（先着30人程度）
11:00　生涯学習センター「きらん」ブックパーク

11㈰
英語のおはなし会
11:15　図書館本館

15㈭
０歳からのサクパル音楽会♪
(子育て応援団によるコンサート)
10:30　子育て世代包括支援センター「ここらん」

16㈮

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

20㈫
１歳６カ月児健診(平成29年12月生まれの子ども)
12:30　保健センター

20㈫
21㈬

8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」

21㈬

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

22㈭
１歳６カ月児健診(平成29年12月生まれの子ども)
12:30　保健センター

24㈯
親子で楽しむおりがみ教室(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

25㈰
アップルおはなし会
（英語の絵本の読み聞かせと歌。先着30人程度）
11:00　生涯学習センター「きらん」ブックパーク

26㈪ 親子で楽しむ簡単せいさく(先着20組程度)
10:00　子育て世代包括支援センター「ここらん」

27㈫

８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）

27㈫
28㈬

親子で楽しむ簡単せいさく(各先着20組程度)
10:00　子育て世代包括支援センター「ここらん」

28㈬
親子で楽しむおりがみ教室(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

健康推進

日 行　　　　事 詳  細

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

8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。

きらんK

きらんB

ここらん

ここらん

きらんB

ここらん

ここらん

らんらん

きらんK

らんらんのルームであそぼう
《詳細》子育て支援センターらんらん(常盤保育所内) ☎25-6002

子育て世代包括支援センター

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

8/28 13:30～15:00水

時間　13:30～14:30　　用意する物　母子健康手帳

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

予約予約

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

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

対象　1歳3カ月～就学前の子ども
日時　7日(水)･9日(金)･20日(火)･22日(木) 12:15～13:15
　　　29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。保健師や助産師、 保育士がいますので気軽に相談し
てください。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。

「ここらん」

8月の

　助産師が、 授乳についてお話します。赤ちゃん
向けの手遊びや妊産婦向けの簡単なストレッチも
行います。

ミニ講座 しあわせ授乳

対　象ルーム 開放日時

月～金曜日
9:30～11:30

 8月2日(金)・8日(木)・15日(木)
・21日(水)・28日(水)は休み（ （

～絵本とともだちに～赤ちゃんライブラリー
　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。

　1歳半から3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。

時間　10:30～11:30　　定員　先着3組程度
申込方法　8月1日から14日まで、 電話で

うたって あそぼう ととけっこう

ブ

《会場･詳細》図書館 ☎22-1658

無料無料月末図書整理による
休館日…8月30日(金) 

8/21 水

8/31 土

時間　11:00～12:00　　定員　先着10組程度
申込方法　8月1日から30日まで、 電話で
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各10人

日時
8月1日(木)～9日(金)
(6日(火)、 土･日曜日を除く)
10:00～11:15
会場　中島公園 水の遊び場
用意する物
タオル、 着替え、 帽子、 飲み物など

当日
直接
当日
直接無料無料

無料無料

水遊びをしよう！ (寒い日は中止)
出張「みんなの広場」

　夏の日差しを浴びて、 みんなで一緒に
水遊びを楽しみませんか。

《詳細》子育て世代包括支援センター｢ここらん｣
　　　☎45-2022

　小学生以下の先着120人
にヨーヨーをプレゼント
・カプラ積みあそび
・ロボットコーナー　など
時間　10:00～16:30

夏休み科学館祭

アイスキャンディー作り
時間　①11:45～12:30
　　　②14:30～15:15

対象　中学生以下
時間　①11:15　②14:15

各15人

10日(土)
・ペットボトル風車
・プラ板でマグネット作り

・スライム11日(日)
・ビーズ入り万華鏡(有料)
・タコの浮沈子 

12日(月)
・ウィンドカー
・プラ板でマグネット作り

定　員

対象　小中学生
時間　13:00

10日(土)

11日(日)

12日(月)

・液体窒素実験

・表面張力実験

・風船であそぼう

定　員 

各10人
・ロボットコーナー　など
時間　10:00～16:30各15人

　小中学生
13:00

液体窒素実験

表面張力実験

プラネタリウム～夏の星座～プラネタリウム～夏の星座～
投影時間　①11:00　②13:30　③15:00
定員　各98人
入場料　大人200円、
　　　　65歳以上130円、
　　　　高校生100円、
　　　　中学生以下40円、0歳児は無料

投影時間　①11:00　②13:30　③15:00
定員　各98人
入場料　大人200円、
　　　　65歳以上130円、
　　　　高校生100円、
　　　　中学生以下40円、0歳児は無料

ポップ
コーン作り

228/

29
木

木

ファミリーサイエンス
　ポップコーンができるところを見学
して、 食べることができます。
　保護者も一緒に参加して
ください。
時間　①11:00　②14:00

《詳細》青少年科学館 ☎22-1058
8/25(日)まで毎日開館

工作教室 食べ物教室

あそび☆ひろば

実験教室

入館料　大人400円、 65歳以上250円、
　　　　高校生200円、 中学生以下は無料

各30人

開館時間　9:30～17:00
　　　　　（8月21日以降は16:30まで）
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

水族館であそぼ！
◎風船家ノリさんの
　バルーンアート
時間　10:00～15:00
　小学生以下の子どもに、 風船
アートをプレゼントします。
※無くなり次第終了。

◎タコレース大会

　水のレーンにタコを泳がせて、
ゴールを目指します。
　優勝・準優勝には、
タコをプレゼントし
ます。

時間
10:00～14:00
※無くなり次第終了。

◎水族館浜焼き

118/

12
日

土

月

(荒天中止)

(荒天中止)

対象　5歳～小学生
時間　13:00～14:00
（12:30から受け付け）
定員　先着30人

《詳細》水族館 ☎27-1638

参加賞も
あるよ!

8/ ～1210 土 月

128/

178/

15～
月

木

「きらん」キッズパーク

《会場･詳細》生涯学習センター｢きらん」
                 キッズパーク ☎83-7752

臨時開館　 8月6日・13日・20日(火)

8/ ～

10:00～16:45

1613
転がるお盆

夏休み中は定休日も休まず開館しています！

火 金
夏休み
特別企画
　期間中は、 サイバーホイールを設置しています。

対象　小学生までの子ども(必ず保護者同伴)
開館時間　10:00～17:00
入館料　1歳～小学生　200円
　　　　1歳未満の子ども・子どもに同伴の保護者は無料
パスポート　半年…1,200円、 年間…2,000円
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《会場・詳細》サンライフ室蘭 ☎55-3040

対象　生後2カ月以上の赤ちゃんとママ
日時　8月20日(火)　13:00～14:00
定員　先着10組　　料金　2,000円
申込方法　8月1日から19日まで、 電話で

ベビーマッサージ講座
ぐっすり眠れる ベビーマッサージ♪

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　8月28日(水)  18:30～19:15
定員　先着15人　　料金　500円
申込方法　8月1日から27日まで、 電話で

赤ちゃんと
ママのための

キッズ・
ジュニアの

　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　8月23日(金) 13：30～15：00 
会場　保健センター 3階
申込方法　8月22日まで、 電話で

りにゅう食教室

《詳細》健康推進課 ☎45-6610

無料無料

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 　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。 
保健師への質問コーナーもあります。※再参加はできません。
対象　平成29年10月～平成30年4月に生まれた子どもと親
日時　9月13日･20日・27日(金曜日、全3回）10:00～11:30
定員　先着20組
申込方法　8月2日から、 電話または直接

親子講座

《会場･詳細》子育て世代包括支援センター「ここらん」
　　　　　　☎45-2022

1歳児のいちごクラブ●

　子育て応援団が講師の講座です。
　リボンの勲章といわれる〝ロゼット〞を作ります。
キーホルダーや名札にすることもできます。託児は
予約が必要です。
対象　子育て中の親
日時　9月2日(月) 10:00～11:00
定員　先着15人　　料金　500円
申込方法　8月1日から、 電話または直接

ロゼットを作ろう！リフレッシュ講座

《会場･詳細》子育て世代包括支援センター「ここらん」
　　　　　 ☎45-2022

無料無料

「子どもの人権110番」強化週間
全国一斉 8/29 9/4木 水～

　いじめや虐待など、 子どもの人権に関する相談
を受けます。 通話料は無料です。
日時　8月29日(木)～9月4日(水)　8：30～19：00
　　　ただし、 8月31日(土)・9月1日(日)は
　　　10：00～17：00
相談先　子どもの人権110番
　　　　　　0120-007-110

　児童の父母が災害などの原因により、 児童の養
育が困難になった場合に、 市では、 その児童を養
育している保護者に対し災害遺児手当を支給して
います。
　申請方法などの詳細は、 お問い合わせください。

災害遺児手当を支給します

《詳細》子育て支援課 ☎25-2494

〇災害により、 父母または父母のいずれかが
　死亡、 または、 障がいの状態になった児童

〇その他の原因により、 父母が共に死亡した
　児童

受給資格　次の条件に該当する児童(小中学校に
　　　　　在学)を養育し、 室蘭市に６カ月以上居
　　　　　住している保護者

支給額　児童1人につき月額1,500円

　児童扶養手当を受けている人には、 現況届を発送しますので、
期間内に提出してください。
　現況届の提出がない場合は、 8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。

児童扶養手当現況届の受け付けが始まります

《詳細》子育て支援課 ☎25-2494

生涯学習センター｢きらん｣
中小企業センター

8月8日(木)・21日(水)
8月27日(火)

10:00
～16:00

受付時間会　　 場 開 設 日
臨時受付会場も開設します

受付期間　8月1日(木)～30日(金)(土・日曜日を除く)
受付時間　8:45～17:15
受付方法　子育て支援課(市役所本庁舎１階)に直接

子どもや家庭の相談を受け付けています
子育てや妊娠期の相談、 ひとり親家庭の悩み、 児童虐待やドメス
ティックバイオレンス(配偶者などから受ける暴力)などの相談

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

ドメイン指定受信に

している人は、

メール受信ができる設定を

行ってからメール

してください

日時　月～金曜日　8:45～17:15
相談先　子育て世代包括支援センター｢ここらん｣ ☎･　45-2022
　　　　　kodomo@city.muroran.lg.jp

無料無料

日時　月～金曜日　9:30～17:00
相談先　子ども発達支援センターあいくる ☎25-5502
               ryouiku@city.muroran.lg.jp

FAX

相談先　児童虐待専用ホットライン
            (24時間対応) ☎45-6246
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　当日、直接お越しください。駐車場
を利用する人、アレルギーのある人は、
事前に連絡してください。
対象　小学生以下
　　　(就学前の子どもは保護者同伴)
日時　8月1日(木) 14:00～16:30
(映画…14:00～、 ミニゲーム…15:30～)
会場　室蘭言泉学園(母恋南町5-5-39)
定員　先着20人程度
　　　同会・髙橋 ☎50-6720

　サックスの演奏に合わせて踊ったり、
楽器を触る体験もあります。
対象　小学生以下の子どもと保護者
日時　8月15日(木) 12:30～13:30
会場　道営住宅「であえーる」集会所
料金　子ども1人100円（おやつ代）
申込方法　8月14日まで、メールで
　　　Saxophone Ensemble SaxPaL·
土井 ☎050-5217-5861
　se_saxpal@yahoo.co.jp

日時　8月29日（木） 14:30～16:00
会場　自宅(白鳥台2-40-12)
　　　同文庫・安藤 ☎090-9517-6955

・運動と発達をフォローする幼児体操
対象　1～3歳までの子どもと保護者
時間　10:00～11:30
会場　道営住宅「であえーる」集会所
料金　体験料1,000円

・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歳までの子どもと保護者
時間　15:45～17:30
会場　保健センター体育館
日程　8月23日(金)
申込方法　8月22日まで、ファクスま
たはメールで
　　　Assi-st・米丸☎080-5436-0230
　0142-23-4900
     iyashino-otete@mbr.nifty.com

対象　生後2カ月以上の赤ちゃんとママ
日時　8月21日(水) 12:30～13:30
会場　道営住宅「であえーる」集会所
定員　先着8組程度　　料金　800円
申込方法　8月20日まで、メールで
　　　林 ☎090-6997-2185
　miho06180618@icloud.com

対象　子どもと親
日時　8月7日・21日・28日(水) 
　　　10:30～12:00
会場　生涯学習センター「きらん」
料金　各800円
申込方法　各前日まで、電話で
　　　同サークル･加藤 ☎090-7655-0300

　『３匹の山羊のがらがらどん』のお
話やパネルシアターなどを行います。
日時　8月4日(日) 9:30～10:00
会場　日本キリスト教会室蘭教会
　　　（幸町5-16）
　　　同教会 ☎22-6086

・民生・児童委員が中心となって開設
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　8月13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組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（対象外地域から
の参加は要相談）
日時　8月13日・27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

　　　おもちゃの病院「中島」・水木
　　　☎46-7550

対象　夫婦またはママのみ・パパのみ
　　　(子ども連れも可)
日時　8月21日(水) 10:00～11:30

対象　生後1カ月以上の赤ちゃんとママ
日時　8月27日(火) 10:00～11:30
会場　生涯学習センター「きらん」
定員　各先着10人　 料金　各2,000円
申込方法　各前日まで、電話または
メールで
　　　産後ケア教室SMILEサロン・
澤田 ☎080-6069-4254
　sawadahiromi.smile@gmail.com

　子育て中のお母さんが、自分自身で
今の自分にピッタリな答えの見つけ方
や考え方、伝え方の視野を広げます。
日時　8月13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　8月12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

　お泊まりは小学生以上で、就学前の
子どもは20時30分に解散します。
日時　8月17日(土) 14:00 集合
　　　　　18日(日)  9:30 解散
会場　本教寺(常盤町6-14)
料金　300円(保険料込み)
申込方法　8月16日まで、電話または
住所・氏名(ふりがな)・年齢・電話番
号・アレルギーの有無と保護者の氏名
を記入し、ファクスで
　　　本教寺子供会 ☎090-3899-9138
　57-6782

子育て応援団のお知らせ
いずみ子ども会 映画上映会
『シュガーラッシュ』(アニメ) 無料

０歳からのサクパル音楽会♪

　　　同会・髙橋 ☎50-6720

　　　

　　　同文

　　　Assi-s

サクソフォン アンサンブル サクパル

（児童書の貸し出し）たんぽぽ文庫 無料

親子はぐくみ教室 あしまる体験会

足育運動遊び あしまるKids
体験会

FAX

ベビーマッサージ Nico

Yogaサークル
DOLPHINママ＆キッズ

みくにっ子文庫おはなし会 無料

無料

子育てサロン 親子のふれあいや
交流の場

おもちゃの修理（部品により有料）

8月25日(日)
10:00～16:00

8月11日(日)
11:00～16:00

ふれあいサロン
ほっとな～る(中島町)

会　　場

青少年科学館

日　時

仲良し夫婦講座

～ママの骨盤調整、
　離乳食の進め方のお話～

ベビーマッサージ＆離乳食

子育てのわ～輪と和～

子供会のお泊まり会

•林 美帆(ベビーマッサージ)
•整理収納キレイライフ
•森 マサミチ(サンドアート)

子育て応援団に入りました
（6月30日現在）

《詳細》子育て支援課 ☎50-5101

～男女の脳の違いを知ると、
　夫婦関係が良くなる!?～

　　　林 ☎090-6997-2185

　　　

　　　同教会 ☎22-6086

　　　同サロン・斉藤 ☎46-2134

　　　同サロン・中川 ☎46-2213

　　　
　　　☎46-7550

　　　産後ケア教室SMILEサロン・

　　　

　　　本教寺子供会 ☎
FAX

こんなとき、
どうしよう？

無料

みんなの健康

広報むろらん 2019年8月15

8月の健康講座
　申込方法の記載がない催しは、事前の申し込みは
必要ありません。当日、直接会場にお越しください。

14:00　
～15：00

木22

13:30　
～14：15

水28

糖尿病教室無料

　ヨガマットまたはバスタオル、飲み物を持参し、動きやす
い服装で参加してください(9:30から受け付け)｡預け先がな
い場合は､ 別室で託児(満1歳以上､ 要予約)を無料で受けます。

会場　保健センター 3階　　定員　先着30人
申込方法　8月1日から14日まで、電話で

10:00　
～12:00

月19

今月のテーマ

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　8月8日(木) 
時間　9:30～16:00

女性のための
健康相談
実施日　8月5日(月)
時間　9:30～16:00

からだと食事の健康相談 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
実施日　8月27日(火)
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

無料

初心者
向け

はぴらん体操講座はぴらん体操講座

　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。水分補給の飲み物を持参し、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

10:00～11:30
ヨガ

11:40～12:00
健康ミニ講座、ティータイム

時 間
内 容

会場　市立室蘭総合病院 2階講堂

13

日時　8月9日(金)
　　　13:30～16:10(13:00から受け付け)
会場　生涯学習センター「きらん」

定員　先着80人
申込方法　8月6日まで、電話または氏名・年齢・
　　　　　電話番号を記入し、ファクスで

FAX

《詳細》地域包括支援センターことぶき
　　　☎46-2121 　44-3301

無料

13:30～　講演「認知症の治療と予防」
　　　　　 恵愛病院院長　森田 伸行 さん

15:00～　認知症サポーター養成講座
15:40～　介護体験発表

《詳細》健康推進課 ☎45-6610

無料

　保健所では、月2回、日中にHIV抗体検査を行って
います。〝自分のため″〝人にうつさないため″にも不
安な人は受検しましょう。

内容　カウンセリングと採血による完全予約制の検査
※検査結果は当日中に分かります。
申込方法　事前に電話で、匿名も可　

● 喉が渇く前にこまめに水分補給
● シャワーやタオルで体を冷やす
● 部屋の風通しをよくする
● 外出時は涼しい服装に日傘や帽子

● 食中毒菌を付けない、増やさない、
  食品をしっかり加熱する
● 調理前や調理中にもせっけんで手洗い
● 生の肉や魚介類に触れた後はしっかり手洗い

《詳細》室蘭保健所 ☎22-1009(専用)

気を付けよう


