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健康推進

…子どもの健診

日 行　　　　事 詳  細

1㈯ おはなし会
10:30　図書館本輪西分室

2㈰
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）

5㈬

おはなし会
10:30　図書館本館

おりがみ教室
（小学生以下とその保護者、 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

5㈬
7㈮

３歳児健診(平成29年1月生まれの子ども)
12:30　保健センター

8㈯
ケルティックハープ演奏と絵本のよみきかせ
（4歳～小学4年生、 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

12㈬
13㈭

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

15㈯
おりがみ教室
（小学生以下とその保護者、 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

16㈰ 英語のおはなし会
11:15　図書館本館

17㈪
18㈫

2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」

17㈪
～19㈬

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）

18㈫ １歳６カ月児健診(平成30年6月生まれの子ども)
12:30　保健センター

19㈬

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

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

25㈫

2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）

26㈬
～28㈮

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
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図 書 館

2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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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

2/26 10:00～13:00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」

2月の

対　　象ルーム 開放日時（2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 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

ミニ講話とママレストラン

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

月・火・水・金曜日、27日(木)

ほかほか
ルーム

満1歳～就学前の
子どもと保護者

15日(土)
9:30～11:30

《詳細》健康推進課
　　 ☎45-6610

日時 2月19日(水) 10:30～11:30
定員 先着3組程度
申込方法 2月１日から12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。

《会場･詳細》図書館 ☎22-1658

月末図書整理
による休館日
2月28日(金)

（祝日を除く）

《詳細》子育て世代包括支援センター「ここらん」 ☎45-2022

当日
直接
当日
直接

タ

無料無料

 ☎25-6002

当日
直接
当日
直接

常盤保育所内) ☎25-6002 ☎25-6002

無料無料

無料無料

予約予約

9:30～11:30

時間　11:00～12:30

(２８日を除く)

○妊娠・授乳期の栄養 (管理栄養士のお話)
　　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。

○ママレストラン 
　　アサリのカレーや黒米ごはん、 大豆と挽肉の
　甘辛焼きなどのランチ会です。アレルギーのある人は、
　弁当持参での参加もできます。
　定員　先着30人　　申込方法　2月3日から、 電話で

母子健康手帳を
持ってきてね



広報むろらん 2020年2月13

（児童書の貸し出し）たんぽぽ文庫

－民生・児童委員が中心となり開設－
　おひなさまのかざり工作、 読み聞か
せ、 ふれあい遊びなどを行います。
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　2月25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

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

　　　おもちゃの病院「中島」・水木
　　　☎46-7550

　男の子のからだ・心の成長と、思春
期に起こりやすい疾患について、泌尿
器科医師がお話しします。
対象　子育て中の保護者
         (子ども同伴の参加も可)
日時　2月15日(土) 13:00～14:20
会場　生涯学習センター「きらん」
定員　先着15人　
料金　1,000円（同伴の子どもは無料）
申込方法　2月14日まで、電話、また
は、氏名・電話番号を記入し、メールで
　　　Thebirds 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　2月18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　2月17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

対象　2カ月以上の赤ちゃんとママ
日時　2月5日・19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

日時　2月13日・27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　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　2月14日・28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2個付き）
申込方法　各前日まで、 メールで
　　 CoCo LuNa・高子
　　　☎090-6994-2081
cocoluna.murorann@gmail.com

動推進会・髙村 ☎090-1302-5116
bird.bees2010@gmail.com　

1カ月以上の赤ちゃんとママ
10:00～11:30

子育て応援団のお知らせ

　　　林 ☎090-6997-2185

　　　

　　

寿町子育てサロン

　　　同サロ

　　　

　　　おもちゃの病院「中島

おもちゃの修理（部品により有料）

無料

無料

　　　

　　　産後ケア教室SMILEサロン・

ベビーマッサージNico思春期男子の泌尿器疾患

～男の子の素肌ケア、離乳食の進め方～

ベビーマッサージ＆
　離乳食＆骨盤調整 ベビーヨガ

ココ　　　 ルナ

10:00～15:30
92/ 日

《会場・詳細》
青少年科学館
☎22-1058

無料無料

無料無料

当日
直接
当日
直接室蘭こども環境フェスタ

「室蘭の自然をたのしく学ぼう！」「PCBを知ろう！」特別企画特別企画

展示 •ＰＣＢを知ろう！パネル展示
•熊谷勝さんのハヤブサ写真展
•室蘭岳でみられる植物について学ぼう

体験 •ハヤブサクイズに挑戦してグライダー作り
　 対象　中学生以下
　 定員　先着80人
•ミニハーバリウム作り※10時から整理券を配布。
　 対象　中学生以下  ①11:00 ②13:00
　 定員　各先着6人  ③13:45 ④14:15 ⑤15:00
•動くぬりえ
～君のぬったぬりえが動き出す！？～

講演
「ハヤブサのおはなし」

室蘭の自然環境について、 ハヤブサ
を通して楽しく学びます。

講師　熊谷　勝 さん　

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

　子どもを主人公に見立てて、 絵本の
ワンシーンを撮影してみませんか。

きらんランラン撮影会 •作ってあそぼっ！特別版「おひなさま」
～かわいらしいおひな様を作ろう～

•ひな祭りクイズ
　　～場内で、 ひな祭りにちなんだクイズに挑戦しよう～

キッズパークの
ひなまつり

※科学館展示室を見学する場合は、 入館料がかかります。

10:30～12:00
152/ 土

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

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

対象　2歳以下の子どもと保護者　　定員　先着10組
申込方法　2月1日から、 ブックパーク窓口で

対象　小学生以下の子どもと保護者

当日
直接
当日
直接

10:00～16:45
172/ 月 月２3/～

•赤ちゃん向け絵本の読み聞かせ
•赤ちゃん向け図書館の利用方法
•当日限定でデコデコ図書カードの作成

こんな
イベントも
あるよ! 利用時間　10:00～17:00

入場料 １歳～小学生     200円
　　　　1歳未満の子ども…無料
　　　 同伴の保護者　　 無料
パスポート　半年…1,200円
　　　　　 年間…2,000円

体験

　熊谷　勝 さん　　熊谷　勝 さん　

①10:30
②11:20　

①10:00
②13:15

親子のふれあいや
交流の場

無料
おはなしやさん
えほんの読み聞かせ

2月23日(日)
10:00～15:30

2月9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



14広報むろらん 2020年2月

対象
平成25年4月2日～
平成26年4月1日に
生まれた
子ども

《会場・詳細》サンライフ室蘭 ☎55-3040

子育てについて学びませんか？

《詳細》健康推進課 ☎45-6610

赤ちゃんとママのための

ヒップホップジャズダンスキッズ・ジュニアの

無料無料

無料無料

ベビーマッサージ講座
　｢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　2カ月以上の赤ちゃんとママ
日時　2月14日(金)  13:00～14:00 
定員　先着15組　　　　料金　1,000円
申込方法　2月1日から13日まで、 電話で

　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　2月26日(水) 18:30～19:15
定員　先着15人　　　　料金　500円
申込方法　2月1日から25日まで、 電話で

感染力の強い麻しんの予防接種はお済みですか。 お子
さんの健康のためにも、 また、 集団感染を防ぐためにも
早めに受けましょう。
接種回数　1回
接種時期　3月31日まで（4月以降は有料）
接種方法　実施医療機関に問い合わせの上、
　　　　　接種してください

小学校入学前に
麻しん・風しん予防接種を受けましょう

初就学児童に
入学通知書を
送ります

《詳細》健康推進課 ☎45-6610

　4月から小学校に入学する
児童の保護者に、 1月に入学
通知書を送っています。
　入学通知書が届いていない
場合は、 連絡してください。

《詳細》学校教育課
        ☎22-5055

春から
小学一年生！！

りにゅう食教室

ジュニアスポーツ教室 体験会

　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　2月14日(金) 13：30～15：00 
会場　保健センター3階
申込方法　2月13日まで、 電話で

　子育て応援団が講師となって、 開催
する講座です。グラスに砂やビー玉な
どを入れて作るキャンドルです。
　託児は､ 申し込みが必要です。
対象　子育て中の親
日時　3月12日(木)
　　　10:15～11:15の
　　　間の30分　　 
定員　先着12人
料金　500円
申込方法　2月13日9時から、 
　　　　　電話または直接

ジェルキャンドルを作ろう！

《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

　4月から始まるジュニアスポーツ教室に入会を希望する児童を対象
にした無料体験会です。 見学もできます。 体験したい種目の実施日
の15時45分まで会場にお越しください。 バドミントンやスポンジテ
ニスのラケットを持っている人は、 持参してください。

会 無料無料令和2年度

《詳細》体育協会 ☎44-7521
会場　体育館　　　用意する物　上靴、 飲み物    

バドミントン

バスケットボール

体　操

スポンジテニス

火

水

金

金

18日・25日

19日・26日

21日・28日

21日・28日

16：00～17：30

16：00～18：00

16：00～18：00

16：00～17：30

新小学1～6年生

新小学2～6年生

新小学3～6年生

種　 目  対　 象日　時（2月） 


