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健康推進

健康推進

健康推進

…子どもの健診

日 行　　　　事 詳  細

3㈰ 英語であそぼう(英語の歌やゲームなど)
11:00　図書館本館

6㈬ おはなし会
10:30　図書館本館

6㈬
8㈮

３歳児健診(平成28年10月生まれの子ども)
12:30　保健センター

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

12㈫
～14㈭

おはなし会
11:30　図書館輪西分室

13㈬

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

親子で楽しむおりがみ教室
(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

14㈭

4カ月児健診（個別通知あり）

(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

18㈪
～20㈬

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歳未満の赤ちゃんと保護者）
　　　　子育て支援センターらんらん（常盤保育所内）

19㈫

11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」

１歳６カ月児健診(平成30年3月生まれの子ども)
12:30　保健センター

20㈬

11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」

作ってあそぼっ！「ゆらゆらたこさん」
(小学生までの子どもと保護者、 先着10組程度)
16:00　生涯学習センター「きらん」キッズパーク

21㈭ １歳６カ月児健診(平成30年3月生まれの子ども)
12:30　保健センター

23㈯
親子で楽しむおりがみ教室
(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

26㈫

11月生まれのおたんじょうかい
　9:30（満1歳～就学前の子どもと保護者）
13:30（満1歳未満の赤ちゃんと保護者）
           子育て支援センターらんらん（常盤保育所内）

27㈬
～29㈮

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」

30㈯
作ってあそぼっ！「ゆらゆらたこさん」
(小学生までの子どもと保護者、 先着10組程度)
16:00　生涯学習センター「きらん」キッズパーク

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「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
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

《詳細》
健康推進

ここらん

らんらん

きらんＫ

きらんB

図 書 館

11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。
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当日
直接
当日
直接

日時　11月20日(水) 10:30～11:30　定員　先着3組程度
申込方法　11月1日から19日まで、 電話で

らんらんのルームであそぼう

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

11/27 13:00～15:00水

フッ素塗布 《詳細》健康推進課
　　　☎45-6610

わくわく
ルーム

満1歳～就学前の
子どもと保護者

　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」

11月の

対　　象ルーム 開放日時（11月)

月～金曜日
9:30～11:30

～絵本とともだちに～赤ちゃんライブラリー
　図書館本館で、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。

《詳細》図書館 ☎22-1658
月末図書整理による
休館日…11月29日(金)

無料無料

当日
直接
当日
直接無料無料

無料無料

《詳細》子育て支援センターらんらん(常盤保育所内) ☎25-6002

予約予約

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
会場　保健センター　　料金　800円
用意する物　母子健康手帳

ミニ講座

ただし、6日㈬、8日・15日・
22日㈮、28日㈭を除く（ （

　歯科医師による妊産婦と乳幼児の口腔ケア
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。
時間　14:00～15:00　　用意する物　母子健康手帳

おかえり、栞の場所で
待ってるよ

図書館本輪西分室協力：読み聞かせ　　   ボランティア

図書館輪西分室 協力：育児サークル
         ワニワニクラブ

図書館本館 協力：鉄ン子文庫

16日㊏

読書週間 おはなし会
対象　幼児～小学生

10/27●～11/9● 日 土

日時（11月） 会場と協力

妊産婦の歯科講話とブラッシング

０歳児
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

標語標語

10:30
～11:30

16日㊏ 10:30
～11:15

2日㊏ 10:30
～11:00

当日
直接
当日
直接
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ロボットアリーナ体験教室

　LＥＧＯ®ＥＶ３を使いプログラミングを学びながら、 ボールを
追いかけるプログラムを作製します。
※作製したロボットは、 持ち帰ることはできません。
対象　小学4～6年生
定員　10人（定員超えは抽選)
申込方法　11月8日まで、 住所・氏名・学校名・学年・電話番
　　　　　号・教室名を記入し、 ファクス、 ホームページ、 
　　　　　郵送または直接

《会場・詳細》室蘭工業大学ロボットアリーナ
　　　　　　☎・　46-5337FAX

　　050-8585 水元町27-1

土2311/
無料無料大学の先生と一緒に

本格ロボブロックサッカーをしよう！ 

10:30～16:00
日311/

10:00～15:00

1●金 ●土～911/
10:00～18:00

（11月4日（月）を除く）

CGポストカード講習会

　パソコンのお絵かきソフトを使って、 オリジナルの年賀状を
作ります。 
　完成した作品は、「子どもたちのコンピュータ活用コンテス
ト」に出品します。
対象　小学生（小学4年生以下は保護者同伴）
定員　先着10人
料金　500円
申込方法　11月13日から24日まで、 料金を添えて直接

　仕掛け絵本作家のロバート･サブダとデビッド・A・カーターの作品を中心に
展示します。大人も子どもも一緒に楽しめますので、ぜひ、ご覧ください。
ロバート･サブダ………『恐竜時代』『不思議の国のアリス』
　　　　　　　　　　『神話の世界  ドラゴンとモンスター』など
デビッド・A・カーター…『しろいおと』『ちいさなかくれんぼ』など

日112/
年賀状を作ろう 10:00～14:00

《会場・詳細》青少年科学館 ☎22-1058

《会場・詳細》図書館 ☎22-1658

　環境に関する実験教室や体験ブース、 企業の展示を
行います。 環境について楽しく学びましょう。
　アンケートに答えると、 プレゼント（先着200人）が
もらえます。

室蘭こども環境フェスタ 無料無料

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

子ども用の
ミニチュア燃料
電池自動車の

操作もできるよ！

《詳細》青少年科学館 ☎22-1058

　イベント参加は無料ですが、館内見学
とプラネタリウムは有料です。

　牛乳パックを持参すると、「写真立て作り体験」または
「しおりと交換」ができます。

リユース企画　牛乳パックをもってこよう

スタンプラリーに参加して
マスコットボルタをもらおう

　中学生以下の参加者は、 ボルト人
形「マスコットボルタ」がもらえます
(先着300人）。

燃料電池自動車に触れてみよう
会場　駐車場

分子もけい作り PCBを知ろう

科学館で
遊ぼう 学ぼう 体験しよう

　少しずつ寒くなるこれからの季節は、 外で遊ぶ機会
も少なくなります。 寒い日はどこに遊びに行こうかと
悩んでいませんか。 らんらんでは、 11月から来年2月
まで、 月に一度、 土曜日に「ほかほか
ルーム」を開放します。
対象　1歳～就学前の子どもと保護者
日時　11月16日(土） 9:30～11:30

ほかほかルームの開放ほかほかルームの開放
屋内屋内屋内屋内屋内屋内屋内屋内屋内屋内屋内屋内屋内ののののののののの遊遊遊遊遊遊遊遊遊びびびびびびびびびびびびびびび場場場場場場場場場場場場屋内の遊び場屋内の遊び場

《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

　ごみ処理の際に発生する余熱を利用したげんき館
ペトトルは、 冬でもあったか。 体を動かして遊べる
「わんぱくルーム」と小さな子どもがゆっくり遊べる
「ゆったりルーム」があります。 
　お母さんたちの交流の場としてもご利用ください。
対象　就学前の子どもと保護者
料金　子ども無料、 保護者100円

キッズパークで
遊ぼう！
キッズパークで
遊ぼう！

飛び出す！ 動く！ しかけ絵本の世界

げげげげげげげげんんんんんんき館き館き館き館き館き館き館き館き館き館き館き館き館き館き館ペペペペペペペペペペペトトトトトトトトトトトトル ル ル ル ル ル ル ル ル ル ル ル げんき館ペトトル げんき館ペトトル 

《詳細》げんき館ペトトル ☎59-3443

当日
直接
当日
直接

当日
直接
当日
直接

無料無料

　ごみ処理の際に発生する余熱を利用したげんき館

ークークークークークークークークークでででででで
ル ル ル ル ル ル ル ル ル ル ル ル ル ル ル ル ル ル ル ル ル ル ル ル ル ル ル ル ル ル ル ル ル ル ル ル ル ル ル ル ル ル ル ル ル 

当日当日当日当日当日当日当日当日当日当日当日当日当日当日当日当日当日当日
直接直接直接直接直接直接直接直接直接直接直接直接直接直接直接

 毎週火・金曜日
10:00～12:00

10/27～11/9
読書週間 

ソーラーミニカー作り

《詳細》げんき館ペトトル ☎59-3443
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10/27～11/9
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あいくるあいくる　　　　で 一日 
遊んでみませんか？

《会場・詳細》サンライフ室蘭 ☎55-3040

　｢寝つきが良くなる｣｢免疫力が付く｣といわれているベビー
マッサージで、 親子のスキンシップを深めてみませんか。
対象　生後2カ月以上の赤ちゃんとママ
日時　11月15日(金)　13:00～15:00
定員　先着10組　　 料金　2,000円
申込方法　11月1日から14日まで、 電話で

ベビーマッサージ講座

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　11月27日(水)　18:30～19:15
定員　先着15人　　 料金　500円
申込方法　11月1日から26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

親子講座

《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

2歳児ちびっこクラブ●

　子育て応援団が講師となって、 開催する講座です。わらべ
歌あそびや絵本の読み聞かせ、 パネルシアターなどを親子
で楽しみましょう。
対象　1歳6カ月～3歳未満の子どもと親
日時　12月4日(水)　10:00～11:00
定員　先着15組
申込方法　11月11日9時から、 電話または直接

うたって あそぼう♪ ととけっこう

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

地域子育てセミナー　幼児を持つ親編
　親子で楽しくワニワニクラブの指導員と一緒に遊びましょう。
子育て講話も行い、 笑顔の子育てを応援します。 託児も無料
で受けます。
対象　２・3歳の子どもと親
日時　11月21日、 １２月19日、 令和2年1月23日
　　　(木曜日、 全３回)　10:30～12:00
会場　ぷらっと。てついち集会室　　定員　先着２０組程度
申込方法　11月1日から12日まで、 電話、 または、 住所・親
子の氏名・子どもの年齢・電話番号、 託児の有無を記入し、 
郵送、 ファクスで

　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。 家庭児童相談員の講話もあります。
※再参加はできません。
対象　平成29年2月～9月に生まれた子どもと親
日時　12月4日・11日・18日（水曜日、 全3回)
         10:00～11:30
定員　先着10組　　
申込方法　11月6日9時から、 電話または直接

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

無料無料

無料無料

無料無料

《詳細》子育て世代包括支援センター「ここらん」
　　　☎・　 45-2022    050-0083東町4-20-6FAX

無料無料

　赤ちゃんの人形を使ったもく浴実習や、 パパの妊婦さん
体験を行います。子どもの事故予防などのお話もあります。
対象　16週以降の妊婦、 パパ、 夫婦
日時　11月24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　先着30人
申込方法　11月1日から、 電話で

ママとパパのマタニティ講座

《詳細》健康推進課 ☎45-6610

リフレッシュ講座

　忙しい毎日でも、「バランスの良い食事を作り食べてもらう」
「慌ただしく出掛けない」ように生活したいですね。
　「室蘭友の会」の講師と一緒に、 少しの手間で時間を生み出す
家事の工夫を考えて解決しましょう。
　託児を無料で受けますので、 申込時に予約してください。
対象　ひとり親家庭のお父さん、 お母さん
日時　11月9日（土）13:00～15:00　　
会場　ハートセンタービル（東町2-3-3）　　定員　先着20人　
申込方法　11月8日まで、 電話、 または、 住所・氏名・年齢・電話
番号と託児を希望する子どもの名前・年齢を記入し、ファクスで

～時間を生み出す家事の工夫～
無料無料

《詳細》母子家庭等就業・自立支援センター
  　　　☎83-7047　　83-7048

　「あいくる」ってどんな
ところか知っていますか。
どんな遊具で遊んだり、
療育をしているのか、
遊びに来て体験してみましょう。
対象　就学前の子どもと保護者
日時　11月30日(土) 10:00～11:30
申込方法　11月22日まで、 電話で

無料無料

《会場・詳細》
子ども発達支援センターあいくる ☎25-5503

集まれ！わんぱくキッズ胆振（室蘭市）セミナー
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子育て応援団のお知らせ

（児童書の貸し出し）たんぽぽ文庫 無料

みくにっ子文庫おはなし会

子育てサロン 親子のふれあいや
交流の場

無料

ベビーヨガ

ココ　　　　ルナ

ベビーラップ体験会

子育てのわ～輪と和～
～自律神経を整える自律訓練法とイメージ
　療法を取り入れた癒やしのワーク～

ベビーマッサージ＆
離乳食＆骨盤調整

ベビーマッサージ

～ママの骨盤調整、
　離乳食の進め方のお話～

無料
おはなしやさん
絵本の読み聞かせ

ベビーマッサージ Nico

《詳細》子育て支援課 ☎50-5101

子育て応援団に入りませんか

cocoluna.murorann@gmail.com

（https://coubic.com/babywear
ing0babywrap/250991)

舞台鑑賞例会 人形劇
『まいごのおまわりさん』 ＆
ママ向け子育てトーク

日時　毎週木曜日 14:30～16:00
会場　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。
トークは、託児を受けます。
対象　就学前の子どもと親
日時　11月16日(土) 
　　　13:00～15:00
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)、3歳以下は無料

　年齢に合わせた舞台鑑賞と遊びを通
して､子どもたちを育みます。詳細は、
お問い合わせください。

　　　室蘭子ども劇場 ☎43-3790

日時　11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

－民生・児童委員が中心となり開設－
● 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　11月12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　11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

対象　2カ月～2歳の子どもと親
　　　(帝王切開の場合は３カ月以上）
日時　11月8日・22日(金) 11:00～12:00
会場　ぷらっと。てついち
料金　各1,300円（蒸しパン付き)
申込方法　各前日まで、メールで
　　　CoCo LuNa・高子
　　　☎090-6994-2081
　　　

対象　赤ちゃんの抱っこに興味のある人
　　　（男性のみの参加は不可）
日時　11月9日(土)　13:30～15:00
会場　講師自宅（栄町）
料金　1組500円
申込方法　11月8日まで、申込フォーム
で

　　　室蘭ベビーラップアドバイザー･野沢
　　　☎080-5584-0365

対象　子育て中の保護者
　　　（子ども同伴の参加も可）
日時　11月12日(火) 10:00～11:30
会場　生涯学習センター「きらん」
料金　500円（同伴の子どもは無料）
申込方法　11月11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　１カ月以上の赤ちゃんとママ
日時　11月19日(火) 10:00～11:30
会場　道営住宅「であえーる」集会所
定員　先着10人　　
料金　2,000円
申込方法　11月18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

　『３まいのおふだ』のお話やパネル
シアター『二人の朝ごはん』などを行
います。
日時　11月3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

対象　2カ月以上の赤ちゃんとママ
日時　11月6日・20日(水) 
　　　12:30～13:30
会場　道営住宅「であえーる」集会所
定員　各先着8組程度　　
料金　各800円
申込方法　各前日まで、メールで
　　　林 ☎090-6997-2185
　miho06180618@icloud.com

　　　
　　　おもちゃの病院「中島」・水木
　　　☎46-7550

対象　2カ月以上の赤ちゃんとママ
日時　11月22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
申込方法　11月21日まで、メールで
　　　Present･齋藤 ☎090-5981-5049
　babymassage.present@gmail.com

　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。

無料

子ども劇場 会員募集
おもちゃの修理（部品により有料）

11月24日(日)
10:00～15:30

11月10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
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みんなの健康

11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。

13:30　
～14：15

月18

14:00　
～15：00

木28糖尿病教室

無料

　飲み物を持参し、動きやすい服装で参加してください。
　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。

　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。体脂肪と筋肉量の測定もできます。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 3階

　自分と大切な人が健やかに過ごすためにできることを一緒
に考えてみませんか。
講師　市立室蘭総合病院　精神科医師　上川 康友 さん　
会場　市民会館

精神科医の視点から
　～自殺リスクの評価と対応について～

13:00　転ばないための第一歩
　自分の筋力・バランス・歩く速さをチェック
してみましょう

　感染管理認定看護師　荒木 大輔 さん

13:30　講演「おさえておきたい家庭での
　　　　　　　 インフルエンザ予防対策」

　薬剤師　吉嶋 邦晃 さん

13:50　講演「知ろう まもろう 抗菌薬
　　　　　　　 ～クスリが効かないバイ菌の話～」

　感染対策チーム

14:10　上手な手洗いを身につけましょう
　　　　   ～ブラックライトを用いた手洗いの実践～

会場　保健センター 3階　　 定員　先着30人
申込方法　11月1日から19日まで、電話で　　 会場　市立室蘭総合病院 ２階講堂

10:00　
～12:00

金22

14:00　
～16:00

火5

今月の
テーマ

時間と
内容

9:30～10:00　受け付け
10:00～11:30　運動
11:40～12:00　健康ミニ講座・ティータイム

11/ 1㊎　高次脳機能障がい者家族交流会
11/27㊌　ひきこもり家族交流会

《会場・詳細》室蘭保健所 ☎24-9846《詳細》室蘭臨床検査技師会(製鉄記念室蘭病院 臨床検査科内)
　　　☎44-4650

　家族の悩みについて語り合い、情報交換や対応方
法を学びませんか。

　動きやすい服装で、参加してください。以前に参加した
人は､〝くじらん健康手帳″をお持ちください。

　健康への関心を高め､「臨床検査技師」を知るための
イベントです。当日、直接お越しください。

時間　13:30～15:30
申込方法　初回の人は、事前に電話で

会場　生涯学習センター「きらん」

無料
無料

13:30～16:00
日11/17

血管年齢測定 子どもゲームコーナー

検査体験「擬似尿検査｣｢嗅覚(におい)検査」

13:00　
～14：40

金22

はぴらん体操講座はぴらん体操講座


