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…子どもの健診

日 行　　　　事 詳  細

4㈬

おはなし会
10:30　図書館本館

３歳児健診(平成28年11月生まれの子ども)
12:30　保健センター

5㈭

4カ月児健診（個別通知）

(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

6㈮ ３歳児健診(平成28年11月生まれの子ども)
12:30　保健センター

7㈯ おはなし会
10:30　図書館本輪西分室

8㈰
サンデーパパ おとうさん、あそぼ！
(1歳～就学前の子どもとパパ)
10:00　子育て支援センターらんらん（常盤保育所内）

11㈬

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

14㈯ おはなし会（先着30人程度、 3歳～小学生）
11:00　生涯学習センター「きらん」ブックパーク

16㈪
17㈫

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）

17㈫ １歳６カ月児健診(平成30年4月生まれの子ども)
12:30　保健センター

17㈫
～19㈭

おはなし会
11:30　図書館輪西分室

19㈭ １歳６カ月児健診(平成30年4月生まれの子ども)
12:30　保健センター

19㈭
20㈮

12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」

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）

23㈪

12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）

25㈬

4カ月児健診（個別通知）

(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

25㈬
～27㈮

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」

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

12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。

ここらん

図 書 館

健康推進

きらんB

図 書 館

図 書 館

健康推進

健康推進

らんらん

ここらん

※各施設の年末年始の休館日は、12・13ページをご覧くたさい。

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（年末年始を除く）
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

12/18 13:00～15:00水

フッ素塗布

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」

12月の

対　　象ルーム 開放日時（12月)
《詳細》子育て支援センターらんらん(常盤保育所内) ☎25-6002

対象　1歳3カ月～就学前の子ども
日時　4日(水)・6日(金)・17日(火)・19日(木) 12:15～13:15
　　　26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

月～金曜日 9:30～11:30
ただし、4日・11日・18日㈬、
26日㈭を除く（ （

　赤ちゃん向けの手遊びや妊産婦向けの簡単な
ストレッチを行います。 助産師による授乳につ
いてのお話もあります。
時間　13:30～14:00　　用意する物　母子健康手帳

しあわせ授乳

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

ほかほか
ルーム

満1歳～就学前の
子どもと保護者

21日(土)
9:30～11:30

当日
直接
当日
直接無料無料

無料無料

予約予約

当日
直接
当日
直接無料無料

《詳細》健康推進課
　　　☎45-6610

《会場・詳細》図書館 ☎22-1658
月末図書整理による
休館日…12月27日(金)

日時　12月18日(水) 10:30～11:30　定員　先着3組程度
申込方法　12月1日から11日まで、 電話で

～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。

対象　小学生　 　 時間 13:30～14:30
定員　先着15人　  申込方法　12月3日から、 電話で

ポップアップカードを作ろう
　おうちの形の台紙に、 色紙やモール、 ペンなどを使って
飾りや模様をつけて、 ポップアップカードを作ります。

ふゆやすみ
工作会 1/10 金

令和2年 
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大　人
高校生
65歳以上
中学生以下

400円
200円
250円
無 料

入館料

200円
100円
130円
40円

プラネタリウム
入場料

申込方法　12月4日から15日まで、 科学館に備え付け、 または、
　　　　　ホームページに掲載の申込書に料金を添えて直接

対象　小学生（保護者同伴）
日時　12月22日(日) 10:15～12:00　　定員　先着15人
申込方法　12月6日から15日まで、 電話で

木工教室 巣箱作り～木のぬくもりやものづくりの楽しさを体験しよう～

対象　小学生（4年生以下は保護者同伴）　定員　各先着10人
冬休み工作教室

5日(日)　10:00～14:00

講　　座 日 時(令和2年1月) 料　金
お絵かきソフトで
カレンダー作り
ランタン作り

500円

700円7日(火)　10:15～12:00

完成した
ロボットは
持ち帰れるよ！

ロボットハンドを作ろう!
ウサギロボットを作ろう!
段ボールリモコンカーを作ろう!

イベント 対象（保護者同伴）
小学1・2年生
小学3・4年生
小学5・6年生

①11日(土) 10:30～12:00　②12日(日) 14:00～15:30
①11日(土) 14:00～16:00　②13日(月) 10:30～12:30
①12日(日) 10:30～12:30　②13日(月) 14:00～16:00

日 時（令和2年1月）

＊作品は、 コンピューター活用コンテストに応募します。

超伝導を体験しよう(午前)＆圧力でこおらせよう(午後)

＊

入館料　1歳～小学生　200円
　　　　1歳未満の子ども　無料
　　　　子どもに同伴の保護者　無料
　　　　1歳未満の子ども　無料
　　　　子どもに同伴の保護者　無料　　　　子どもに同伴の保護者　無料
　　　　1歳未満の子ども　無料　　　　1歳未満の子ども　無料
　　　　子どもに同伴の保護者　無料　　　　子どもに同伴の保護者　無料　　　　子どもに同伴の保護者　無料　　　　子どもに同伴の保護者　無料　　　　子どもに同伴の保護者　無料
　　　　1歳未満の子ども　無料
　　　　子どもに同伴の保護者　無料
　　　　1歳未満の子ども　無料　　　　1歳未満の子ども　無料
　　　　子どもに同伴の保護者　無料　　　　子どもに同伴の保護者　無料
　　　　1歳未満の子ども　無料　　　　1歳未満の子ども　無料　　　　1歳未満の子ども　無料
　　　　子どもに同伴の保護者　無料
　　　　1歳未満の子ども　無料
　　　　子どもに同伴の保護者　無料
　　　　1歳未満の子ども　無料
　　　　子どもに同伴の保護者　無料　　　　子どもに同伴の保護者　無料
　　　　1歳未満の子ども　無料　　　　1歳未満の子ども　無料
　　　　子どもに同伴の保護者　無料
　　　　1歳未満の子ども　無料
　　　　子どもに同伴の保護者　無料
　　　　1歳未満の子ども　無料　　　　1歳未満の子ども　無料　　　　1歳未満の子ども　無料　　　　1歳未満の子ども　無料　　　　1歳未満の子ども　無料
　　　　子どもに同伴の保護者　無料　　　　子どもに同伴の保護者　無料

　お気に入りのぬいぐるみを持って、 おはな
し会に参加します。 持ってきたぬいぐるみた
ちはブックパークにお泊まりして、 28日にぬ
いぐるみとアルバムを渡します。
対象　３歳～小学生　　定員　先着20人
日時　12月21日(土) 11:00～11:40
申込方法　12月２日10時から、 ブックパーク
　　　　　窓口カウンターで

　サンタへのお願いを書いて
場内に飾ったり、 場内に隠れ
たサンタを探します。
対象　小学生以下の子どもと保護者
日時　12月1日(日）～25日(水）
　　　10:00～16:45

土1412/

MAGIC for YOU 

　歌やダンス、びっくりするようなパフォー
マンスで楽しみましょう。
対象　子どもと親
日時　12月24日(火) 11:20～11:45

クリスマスを楽しもうクリスマスを楽しもう

クリスマス会
　in ここらん 

当日
直接
当日
直接

当日
直接
当日
直接

当日
直接
当日
直接
当日
直接
当日
直接
当日
直接
当日
直接

無料無料

無料無料無料無料無料無料

対象　小学生（2年生以下は保護者同伴）
日時　12月21日(土) 10:00～14:30　　定員　先着10人
申込方法　12月5日から15日まで、 電話で

サイエンススクール見てわかる物質の不思議
無料無料無料無料無料無料

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

　室蘭清水丘高等学校演劇部による劇に、 プラネタリウムの星空を組み
合わせた公演です。 当日10時から整理券を配布します。
時間　13:30～14:00
定員　先着70人程度

科学館　プラネタリウム特別投影

《会場・詳細》
青少年科学館 ☎22-1058

就学前の子どもは
保護者同伴（ （

しろくまサンタとすごす

《会場・詳細》生涯学習センター｢きらん」
　　　　     ブックパーク ☎83-7753

対象　小学生以下の
　　　子どもと保護者
日時　12月11日(水)
　　　　　25日(水)
　　　15:15～15:45
定員　各先着10組程度

利用時間　10:00～17:00
パスポート　半年…1,200円
　　　　　　年間…2,000円

クリスマス特別バージョン
親子で楽しむおりがみ教室キッズパークのクリスマス

《会場･詳細》生涯学習センター｢きらん」キッズパーク ☎83-7752

「サンタにお願い」「サンタを探せ」

定員　各10人（定員超えは抽選）
申込方法　12月2日から12日まで、 ホームページ申込サイト、 または、 住所・氏名（フリガナ)・
　　　　　学校・学年・ 電話番号・希望するイベント名と日付を記入し、 郵送で

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

室
工
大
サ
イ
エ
ン
ス
ス
ク
ー
ル無料無料無料無料無料無料

無料無料無料無料無料無料

～小さなサンタと魔法使い

ロ
ボ
ッ
ト
ア
リ
ー
ナ

冬
休
み
イ
ベ
ン
ト

ぬいぐるみおとまり会 ＆ おはなし会

科学館の冬休み
《詳細》青少年科学館 ☎22-1058
        （申込受付時間 10:15～16:00）

※講座の付き添いのみの保護者は、 無料です。
※館内見学とプラネタリウムは、 有料です。
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　子育て応援団が講師となって、 開催する講座です。 足育の大切
さについてのお話しと、 足を育てる親子はぐくみ体操を行います。 
　参加は無料ですが、 「足育手帳」を希望する場合は、 当日、 
別途３００円がかかります。
対象　3歳未満の子どもと保護者
日時　令和２年1月9日(木) 10:00～11:15　　
定員　先着20組
申込方法　12月12日9時から、 電話または直接

《会場・詳細》サンライフ室蘭 ☎55-3040

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　12月25日(水)　18:30～19:15
定員　先着15人　　 料金　500円
申込方法　12月1日から24日まで、 電話で

キッズ・
ジュニアの

親子
講座

りにゅう食教室

《詳細》健康推進課 ☎45-6610

　これから赤ちゃんに離乳食を始める人や、 
すでに初期・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　12月13日(金) 13：30～15：00 
会場　保健センター3階
申込方法　12月12日まで、 電話で

無料無料無料無料無料無料

無料無料無料無料無料無料

無料無料無料無料無料無料

親子で足育！

《会場･詳細》子育て世代包括支援センター「ここらん」 ☎45-2022

リフレッシュ
講座 ～足のお話とあしまる体操～

りにゅう食教室

子育てについて
学びませんか？

　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。
定員　先着20組　　※再参加はできません。

《会場･詳細》子育て世代包括支援センター｢ここらん｣ ☎45-2022

12月17日
9時から、
電話または
直接

申込方法

12月13日
9時から、
電話または
直接

日 時（令和2年）

対象
平成31年2月～令和
元年7月に生まれた
赤ちゃんと親

０歳児ひよこクラブ

対象
平成30年2月～8月に
生まれた子どもと親

１歳児いちごクラブ 

1月21日・28日、 ２月4日
(火曜日、 全3回)
13:30～15:00

管理栄養士の講話と離乳
食の試食もあります。     

1月17日・24日・31日
(金曜日、 全3回)
10:00～11:30

保健師への質問コーナー
もあります。                 

　子ども・子育て会議は、 市の「子ども・子育て支援事業計画」
の変更、「子育て支援策」の計画的な推進などの審議を行って
います。 広く市民の意見を反映させるため、 委員の一部を市民
から公募します。 会議の開催は、 年間2～3回程度の予定です。
対象　次の要件を満たす人
　市内に居住する20歳以上で、 中学生以下の子どもの保護者
　子育て支援に理解と関心があり、 平日の会議（18時以降）に
　参加できる人
任期　12月13日から2年間　　定員　3人(報酬あり)
申込方法　12月9日まで、 申込書と「子育てについて日ごろ感じ
               ていること」をテーマにした800字程度のレポートを
　　　　　添えて、 ファクス、 メール、 郵送または直接
申込書の設置場所　　子育て支援課　　戸籍住民課　
　蘭東支所　　子育て世代包括支援センター「ここらん」
　子ども発達支援センター「あいくる」　など
※市ホームページからもダウンロードできます。

子ども・子育て会議の委員募集

　これまで市ホームページや子育て情報メール配信サービスな
どで提供してきた子育てに関する「関連施設の位置」「イベント
情報」をオープンデータとして公開しています。 これらのオー
プンデータを利用したウェブサイト・アプリケーション
「いこーよ」から、スマートフォンなどの端末を利用して、
子育てのイベントや関連施設位置情報を検索する
ことができます。 ぜひ、 ご利用ください。

「いこーよ」で公開しています

《詳細》子育て支援課 ☎50-5101 　25-2401
　 kodomo@city.muroran.lg.jp 
　 051-8511幸町1-2

子育て情報をウェブサイト・アプリケーション《詳細》子育て支援課
　　　☎25-2400

《詳細》子育て支援課 ☎25-2400

　｢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　12月13日(金)　13:00～15:00
定員　先着10組　　 料金　2,000円
申込方法　12月1日から12日まで、 電話で

入所要件　次の事項に該当する保護者
・月60時間以上の仕事をしている
　(パートタイム、夜間、居宅内の労働などを含む)
・妊娠中か出産後間もないため、上の子どもの保育を
　必要とする
　出産予定日の6週前 (ただし、多児妊娠は14週前)
　から出生日の8週後の月の末日まで
・病気や障がいがある　など

認可保育所    ･認定こども園

入所申請書の配布

保育料などの詳細は、お問い合わせください。

新規入所の申請手続き
　申請書と同時に配布する入所案内を参照し、申請書
などを持参の上、指定の場所で面接を受けてください。
(1月中旬の予定)
※マイナンバー法により、個人番号と本人確認書類
　（運転免許証など）の提示が必要です。
申請書の配布期間　令和2年1月10日(金)まで配布。

常盤保育所、みどり保育園
双葉保育所、東町保育所
楽山保育園、白鳥保育所

12/31 ～ 1/5

配布場所 配布のない期間

子育て支援課
ほくと保育園、室蘭めばえ幼稚園

祝津保育所、中島保育所
港北保育所

12/28 ～ 1/5

12/29 ～ 1/3

12/31 ～ 1/3

赤ちゃんと
ママのための

10園 1園

入所要件 次の事項に該当する保護者
・月60時間以上の仕事をしている
(パートタイム、夜間、居宅内の労働などを含

認可保

入所申請書の配布
令和
２年度

（ （
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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　12月13日・27日(金)
　　　11:00～12:00
会場　ぷらっと。てついち
料金　各1,000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
　cocoluna.murorann@gmail.com

日時　12月5日・12日・19日(木)
　　　14:30～16:00
会場　自宅（白鳥台2-40-12）
　　　同文庫・安藤 ☎090-9517-6955

対象　子育て中の保護者
　　　(子ども連れも可)
日時　12月10日(火) 10:00～11:30
料金　500円
申込期限　12月9日まで

対象　小学生～大学生の娘とその母
　　　（母のみの参加も可）
日時　12月21日(土) 15:00～16:30
定員　先着30人
料金　2,500円
申込期限　12月20日まで

会場　生涯学習センター「きらん」
申込方法　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

日時　12月12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

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　12月7日(土)  13:30～15:00
会場　講師自宅（栄町）
料金　1組500円
申込方法　12月6日まで、 申込フォーム
(https://coubic.com/babywearin
g0babywrap/250991)で
　　　室蘭ベビーラップアドバイザー・
　　　野沢 ☎080-5584-0365

－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　市内の就学前の親子
日時　12月10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　12月10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カ月以上の赤ちゃんとママ
日時　12月11日・25日(水) 
　　　12:30～13:30
会場　道営住宅「であえーる」集会所
定員　各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

　男女２人組ユニット  トイシアター
によるオムニバスショーです。 当日会
員になり、 鑑賞ができます。
対象　小学生～高校生の子どもと保
　　　護者
日時　12月6日(金) 19:00～20:00
会場　室ガス文化センター
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
　　　室蘭子ども劇場 ☎43-3790

　お話『かしこいモリー』やパネルシア
ター『クリスマス』などを行います。
日時　12月1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

　　　おもちゃの病院「中島」・水木
　　　☎46-7550

対象　1カ月以上の赤ちゃんとママ
日時　12月10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　3,000円
申込方法　12月9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

子育て応援団のお知らせ

ベビーヨガ

ココ　   ルナ

（児童書の貸し出し）たんぽぽ文庫 無料

子育てのわ～輪と和～
～お父さんの子育てって
　お母さんの代理でいいの？～

～心理学を活用したダイエット講座～

母と娘で実践！
　美容と健康のダイエット法

おはなしやさん クリスマス会 無料

ベビーラップ体験会

子育てサロン 親子のふれあいと
交流の場

無料

ベビーマッサージ Nico

　　　

　　　

　　　

　　　おはなしやさ

　　　室蘭ベビーラップアドバイザー・

　　　同サロ

　　　同サロ

　　　林 ☎090-6997-2185

舞台鑑賞例会 パントマイム『ＳＭＩＬＥ』

　　　室蘭子ども劇場 ☎43-3790

　　　同教会 ☎22-6086

　　　おもちゃの病

　　　

みくにっ子文庫おはなし会 無料

おもちゃの修理（部品により有料）

12月22日(日)
10:00～15:30

12月8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

院「中島」・水木

1カ月以上の赤ちゃんとママ
12月10日(火）10:00～11:30

ベビーマッサージ＆
　離乳食＆骨盤調整
～ママの骨盤調整、離乳食の進め方のお話～

Enjoy!! パパ＆ママ＆ベビー＆キッズ
　子育て応援団の「CoCo LuNa」「家庭訪問専門母乳・育児
サポートHappy mama Belle」などによる合同イベントです。

時間
10:00～13:00

母乳育児相談

手型足型アート

時間
10:00～14:00

日時　12月1日（日) 10:00～14:00
会場　ワニワニクラブ（ぷらっと。てついち内）
料金　ひと家族500円
　　　CoCo LuNa･高子 ☎090-6994-2081 《詳細》子育て支援課 ☎50-5101

　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。

子育て応援団に入りませんか


