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…子どもの健診

日 行　　　　事 詳  細

1㈮ 3歳児健診(個別通知)
12:30　保健センター

７㈭
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

9㈯ おはなし会
11:00　生涯学習センター「きらん」ブックパーク

11㈪
～13㈬

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）

12㈫
～14㈭

おはなし会
11:30　図書館輪西分室

13㈬

3歳児健診(個別通知)
12:30　保健センター

おりがみ教室「いちご」
（小学生以下の子どもと保護者、 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㈭
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

17㈰ 英語のおはなし会
11:15　図書館本館

19㈫

5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）

１歳６カ月児健診(個別通知)
12:30　保健センター

19㈫
20㈬

5月生まれのおたんじょうかい
11:20　おたんじょうかい
14:30　ハーフバースデー（生後6カ月のお祝い）
　　　　子育て世代包括支援センター「ここらん」

20㈬
作ってあそぼっ！「紙コップけん玉」
（小学生以下の子どもと保護者、 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

21㈭ １歳６カ月児健診(個別通知)
12:30　保健センター

23㈯
おりがみ教室「いちご」
（小学生以下の子どもと保護者、 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㈫
～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」

27㈬
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

30㈯
作ってあそぼっ！「紙コップけん玉」
（小学生以下の子どもと保護者、 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

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
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きらんB

図 書 館

5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B

きらんK

きらんK

きらんK

きらんK

図 書 館

図 書 館

ここらん

ここらん

らんらん

健康推進

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

5/18 13:00～15:00月

フッ素塗布

　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
です。 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」

5月の

ミニ講話

《詳細》健康推進課
　　 ☎45-6610

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。
時間　13:30～14:00
用意する物　母子健康手帳

当日
直接
当日
直接無料無料

無料無料

予約予約

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 1日(金)・13日(水)

19日(火)・21日(木)　12:15～13:15

28日(木) 　 13:00～14:45

～絵本とともだちに～赤ちゃんライブラリー

保健師のおはなし「赤ちゃんのスキンケア」 

らんらんのルームであそぼう

わくわく
ルーム

満1歳～就学前の
子どもと保護者

対　　象ルーム 開放日時（5月)

《詳細》子育て支援センターらんらん(常盤保育所内) ☎25-6002

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
9:30～11:30

当日
直接
当日
直接無料無料

　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。
日時　5月20日(水) 10:30～11:30　
定員　先着3組程度
申込方法　5月１日から19日まで、 電話で

※5月3日(日)・5日(火)は、本館のみ開館します。
月末図書整理による休館日…5月29日(金)

《詳細》
図書館 ☎22-1658
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妊娠期から子育て期にわたる情報を

まとめた、「むろらん子育てガイドブック」

を発行しました。

たくさんの予防接種や健診は子育てカレンダーで分かりや

すく、 外でも屋内でもたくさん遊べるお出かけスポットは動画

（AR）でイメージしやすく、 見て楽しい、

使って便利なガイドブックです。

「むろらん子育てガイドブック」
をご利用ください

http://www.city.muroran.lg.jp/
main/org4510/kosodateguid.html

」
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子育て支援課（市役所本庁舎) 
戸籍住民課（広域センタービル)　
健康推進課
子育て世代包括支援センター「ここらん」
子育て支援センターらんらん（常盤保育所内)
子ども発達支援センターあいくる

●

●

●

●

●

●

対象　小学生以下の子どもと保護者

「きらん」で
たのしもう

《会場・詳細》
生涯学習センター｢きらん」キッズパーク

☎83-7752

　母の日にプレゼントする、 
似顔絵とカーネーション
を手作りします。
対象　小学生以下の
　　　子どもと保護者

55/ 火

11：00
～11：30

95/ 土

10日

10：00
～16：45

当日
直接
当日
直接

こどもの日特別企画

あつまれキッズ
親子で　　ゲーム○×

母の日
にがお絵プレゼント

　家で作れるロボットキットを送付します。
　ハサミやテープを使って作成することが
できます。
　作り方はホームページ
に掲載します。

ロボットアリーナ体験教室 無料無料

子育て応援団のお知らせ

teamラジっ娘♡では、子育てについての
質問やメッセージをお待ちしています
　子育て応援フリーペーパー｢おやこっこ」を発行しています。
　皆さんの「小児科医師に聞いてみたいこと」「お金と保険・
お片付け・育児の疑問や悩み」について、
お寄せください。ちょっとしたことでも
構いませんので、 お待ちしています。
　　　teamラジっ娘♡・三影
　　　☎090-6267-1017
　　 rajikoran842@gmail.com

　　　teamラジっ娘

《詳細》子育て支援課 ☎50-5101

子育て応援団に入りませんか
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。

おうちで作ろうムロぴょんロボット！

対象　小学1～6年生
送付数　20個(送付数超えは抽選）
申込方法 5月1日11:00から10日17:00

まで、 ホームページに掲載の
「お申込み専用サイト」で

《詳細》室蘭工業大学ロボットアリーナ ☎46-5337
　　　 https://www.muroran-it.ac.jp/robot-arena/

《詳細》子育て支援課 ☎50-5101
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　子どもの「気になること」について、 管理栄
養士や保健師、 臨床心理士、 家庭児童相談
員などの専門スタッフがお答えします。
　託児を無料で行います。
対象　子育てにかかわる相談のある人
日時　5月20日(水) 13:00～15:00
申込方法　当日会場で

　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7月～平成30年3月に生まれた子どもと親
日時 6月10日･17日･24日（水曜日、 全3回）
　　　10:00～11:30
定員　先着10組
申込方法　5月13日から、 
               電話または直接

親子講座
無料無料

2歳児 ちびっこクラブ

《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

ヒップホップジャズダンス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。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　5月22日(金)  13:00～14:00 
定員　先着15組
料金　1,000円
申込方法　5月1日から21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　5月27日(水) 18:30～19:15
定員　先着15人
料金　500円
申込方法　5月1日から26日まで、 電話で

マタニティ講座

《詳細》健康推進課 ☎45-6610

　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。
対象　市内に居住する16週以降の安定期の妊婦とその家族。
　　　ママのみパパのみの参加も可
日時　5月26日(火) 18:30～20:30
　　　(18:20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　5月1日から、 電話で

無料無料

　麻しんや風しんは、 たびたび流行する感染症で、感染力が強く、 重症に
なりやすい病気です。 妊婦が風しんに感染すると、 赤ちゃんが心臓などの
病気になることもあります。 免疫力を高めるために、 期間内に2回予防接
種を受けましょう。
　室蘭・登別の予防接種実施医療機関に直接申し込みを行ってください。
対象 １期…生後12カ月～23カ月
　　 ２期…就学前の1年間

会場　室蘭・登別の予防接種実施医療機関

無料
無料麻しん・風しんの

予防接種を受けましょう
子育てなんでも相談会

《詳細》健康推進課 ☎45-6610

平成26年4月2日から平成27年4月1日
までに生まれた子どもは、 令和３年３月
31日まで（ （ 《会場・詳細》

子育て世代包括支援センター「ここらん」
☎45-2022

赤ちゃんと
ママのための

キッズ・
ジュニアの


