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…子どもの健診

日 行　　　　事 詳  細

2㈪
～4㈬

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）

4㈬

おはなし会
10:30　図書館本館

3歳児健診(平成29年2月生まれ)
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29年2月生まれ)
12:30　保健センター

7㈯ おはなし会
10:30　図書館本輪西分室

10㈫
3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）

11㈬
おりがみ教室「おにぎり」
（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

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

14㈯ おはなし会
11:00　生涯学習センター「きらん」ブックパーク

16㈪
17㈫

3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㈫ １歳６カ月児健診(平成30年7月生まれ)
12:30　保健センター

17㈫
～19㈭

おはなし会
11:30　図書館輪西分室

18㈬
作ってあそぼ！「ぶんぶんゴマ」
（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

19㈭ １歳６カ月児健診(平成30年7月生まれ)
12:30　保健センター

21㈯
おりがみ教室「おにぎり」
（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

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(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㈯
作ってあそぼ！「ぶんぶんゴマ」
（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

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》
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3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

3/３ 13:00～15:00火

フッ素塗布

3月1日～7日 子ども予防接種週間

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」

3月の

対　　象ルーム 開放日時（３月)
《詳細》子育て支援センターらんらん(常盤保育所内) ☎25-6002

ミニ講話

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
(３１日を除く)

月～木曜日・27日(金)
9:30～11:30

(19日・26日・31日を除く)

《詳細》健康推進課
　　 ☎45-6610

日時 3月18日(水) 10:30～11:30 定員 先着3組程度
申込方法 3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。

料金　定期予防接種は無料
用意する物　母子健康手帳、 健康保険証

　4月の入園・入学に備えて、予防接種実施医療機関に問い
合わせの上、 必要な予防接種を済ませ、病気を未然に防ぎま
しょう。

《会場･詳細》
図書館 ☎22-1658
月末図書整理による
休館日…3月31日(火)

時間　14:00～
○妊産婦の歯科講話とブラッシング
・歯科医師のお話「妊産婦と赤ちゃんの口腔ケア」
・歯科衛生士によるブラッシング指導

母子健康手帳を
持ってきてね

当日
直接
当日
直接無料無料

当日
直接
当日
直接無料無料

無料無料

予約予約

《詳細》健康推進課 ☎45-6610

会場 保健センター 料金  800円
用意する物　母子健康手帳

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
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　プールでカヌーの試乗や、 ライフジャケットを着用して浮遊など
を親子で体験します。
対象　小学1～3年生の子どもと親(2人1組)
日時 3月20日(金) 10:00～12:00
会場　げんき館ペトトル　　定員　先着5組
料金　1組1,500円
申込方法　3月1日から18日まで、 電話、 または、 Ｂ＆Ｇ海洋セン
ターに備え付けの申込書をファクスで

　就学前の子ども向け  星空の生解説  です。クイズ
を交えながら、 動物に関する星座のお話をします。
当日10時から、 各回の整理券を配布します。
時間　①11:00　②13:30(各30分程度、 同じ内容)
定員 各先着70人程度 
         (就学前の子どもは保護者同伴)

　就学前の子ども向け  星空の生解説  です。クイズ
を交えながら、 動物に関する星座のお話をします。
当日10時から、 各回の整理券を配布します。
時間　①11:00　②13:30(各30分程度、 同じ内容)
定員 各先着70人程度 
         (就学前の子どもは保護者同伴)

283/ 土 283/ 土
科学館プラネタリウム特別投影科学館プラネタリウム特別投影

子育てについて
学びませんか？

マタニティ講座

《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

　市内に居住する16週以降の安定期の妊婦とその家族が
対象です。赤ちゃん人形でもく浴の練習やパパの妊婦体験、
子どもの事故予防のお話もあり、 夫婦で参加する楽しい
子育て講座です。ママのみパパのみの参加もできます。
日時　3月15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組
申込方法　3月2日から、 電話で

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

　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。
管理栄養士の講話と離乳食の試食もあります。
※再参加はできません。　
対象　令和元年5月～10月に生まれた赤ちゃんと親
日時　4月14日･21日･28日（火曜日、 全3回）
         13:30～15:00
定員　先着20組
申込方法　3月18日から、 電話または直接

親子講座

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　3月13日(金)  13:00～14:00 
定員　先着15組　 料金　1,000円
申込方法　3月1日から12日まで、 電話で

《会場･詳細》サンライフ室蘭 ☎55-3040

　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　3月25日(水) 18:30～19:15
定員　先着15人　　 料金　500円
申込方法　3月1日から24日まで、 電話で

無料無料

無料無料

無料無料0歳児のひよこクラブ

　プールでカヌーの試乗や、 ライフジャケットを着用して浮遊など

2人1組)

　先着5組

　3月1日から18日まで、 電話、 または、 Ｂ＆Ｇ海洋セン

親子でカヌー体験＆水辺の安全教室

　ヨットの体験をプールで行います。水辺で安全に活動できるよう
救助法を学びます。泳げなくても大丈夫です。
対象　ヨットが初心者の小学生
日時 4月26日(日) 10:00～12:00
会場　げんき館ペトトル　　定員　先着15人
料金　1,000円
申込方法　3月2日から4月24日まで、 電話、 または、 Ｂ＆Ｇ海洋
センターに備え付けの申込書をファクスで

《詳細》Ｂ＆Ｇ海洋センター ☎26-2082    26-2083

プールで小型ヨット            体験会(オプティミスト)

大人      200円
高校生    100円
65歳以上　130円
中学生以下　40円

あつまれ!ほしのどうぶつたちあつまれ!ほしのどうぶつたち

ルルとララのカップケーキをみんなで作っちゃおう♪
ホワイトデーは、 大好きな人に読み物に出てくるカップケーキを手作りしませんか。　 《詳細》

生涯学習センター｢きらん」
ブックパーク
☎83-7753

対象　4歳～小学6年生の男子と保護者
会場　生涯学習センター「きらん」 料理スタジオ　

定員　先着20組
申込方法　3月1日から、 ブックパークで

13：30～14：30
143/ 土 男子限定！よみものにでてくるゆめいろクッキング

キッズ☆プラネキッズ☆プラネ

《会場・詳細》青少年科学館 ☎22-1058《会場・詳細》青少年科学館 ☎22-1058

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

プラネタリウム入場料 入　館　料

申込方法　3月12日まで、 住所・氏名・学校名・学年・電話番号・イ
ベント名を記入し、 ファクス、 ホームページ、 郵送または直接

　3月1日から、 ブックパークで

投投影影影影 ロボットアリーナ体験教室

　ＬＥＧＯ®WeDo2.0で組み立てたコントローラー
を使って、 自由に動かす楽しさを学びます。
対象　小学1～3年生　　時間　10:30～12:00
定員　10人（定員超えは抽選)

《会場・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　　

FAX

●初めてのオリジナルパソコンゲーム！

　キットを用いて、 はんだ付け体験と回路動作を
学びながら手回し発電の懐中電灯を作ります。
対象　小学4～6年生　　時間　14:00～16:00
定員　10人（定員超えは抽選)

●手回し発電懐中電灯を作ろう！

使用する
レゴ®ブロックは、
持ち帰ることが
できません。

作成した
懐中電灯は、
持ち帰ることが
できます。

無料無料



広報むろらん 2020年3月15

－民生・児童委員が中心となり開設－

対象　市内の就学前の親子
日時　3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 
お別れ会（親子遊び)

　このサロンは今回で終了となります
ので、お別れ会を行います。
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　3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

　　　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　3月17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組　　
料金　3,000円
申込方法　3月16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

　親子遊びやボランティアとのふれあ
い交流、読み聞かせなどを楽しみます。
昼食を持参して、直接お越しください。
対象　3歳までの子どもと保護者
日時　毎週火・水・木曜日　
　　 10:00～14:00
会場　ワニワニクラブ
　　　（ぷらっと。てついち内）
料金　子ども1人 100円
         吉田 ☎090-5223-3969

日時　3月5日・12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　2カ月以上の赤ちゃんとママ
日時　3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

対象　母子家庭の母と子、 寡婦
日時　4月2日(木)～令和3年3月
　　　（毎月第1・3木曜日）
　　　17:30～19:15
会場　ハートセンタービル
定員　先着30人
料金　月額300円
　　　子どもの受講料・教材費は無料
申込方法　3月31日まで、 電話、 また
は、住所・母と子の氏名と年齢・電話
番号を記入し、 郵送で
　　　室蘭母子福祉会 ☎84-8730
　　　　050-0083東町2-3-3
　　　ハートセンタービル

　乳幼児の育児だけでなく、 子どもの
成長に合わせた「父親の役割」について
考えます。
対象　子育て中の保護者
　　　（子ども連れも可）
日時　3月24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　3月23日まで、 電話または
メールで
　　　Thebirds and bees 思春期活
動推進会・髙村 ☎090-1302-5116
bird.bees2010@gmail.com

日時　3月12日・26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　3月13日・27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

　『ガラガラドン』のおはなしや、 パネル
シアター『卵の中にかくれんぼしてる』、
人形劇『卵の赤ちゃん』を行います。
日時　3月15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

ベビーマッサージ＆離乳食＆骨盤調整
～男の子の素肌ケア、
離乳食の進め方のお話～

（児童書の貸し出し）たんぽぽ文庫

子育てサロン 親子のふれあいや
交流の場

　　　おもちゃの病院「中島

　　　産後ケア教室SMILEサロ

おもちゃの修理（部品により有料）

3月22日(日)
10:00～16:00

3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

母と子の教養講座「生け花」

育児サークルワニワニクラブ

おはなし会にあつまれ！

● 八丁平子育てサロン（親子遊びと昼食）

（別途、教材費が必要）

子育て応援団のお知らせ

　　　同サロ

　　　同サロ

　　　

         同教会 ☎22-6086

ベビーマッサージNico

ベビーヨガ

ココ　　　 ルナ

無料
無料

おはなしやさん
えほんの読み聞かせ

　　　

無料

○18歳に達してから最初の3月31日までの子ど
　も、および政令で定める程度の障がいがある
　20歳未満の子どもを養育・監護している人は、
　手当の対象となる可能性があります。
○支給には本人や家族の所得制限がありますの
　で、 詳細はお問い合わせください。
○公的年金を受給している場合などは、手当の全
　部または一部が支給停止となることがあります。
○申請した翌月分から支給となりますので、早め

《詳細》子育て支援課 ☎25-2494

児童扶養手当を
ご存知ですか

　児童扶養手当とは、 離婚や
死亡などによるひとり親家庭や、 
父母に代わって子どもを養育し
ている人、 そのほか父または母
に児童扶養手当法に定める程度
の障がいがある人の家庭生活の
安定と自立を促進し、 子どもの
福祉の増進を図るために支給さ
れる手当です。

ひとり親家庭
の皆さんへ

         吉田 ☎090-5223-3969

　　　同文庫・安藤 ☎

　　　林 ☎090-6997-2185

　　　室蘭母子福祉会 ☎84-8730

　　　

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？～

無料

に相談してください。


