子育て世代包括支援センター

「ここらん」
みんなの広場

無料

当日
直接

（祝日を除く）
開放日 月〜金曜日
開放時間 10：00〜16：00

6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。
日

行
12:30 保健センター

※新型コロナウイルスの感染拡大防止のため、
歯科検診は中止しています。

3㈬

らんらんのルームであそぼう
対

象

開放日時
（6月)

満1歳未満の
赤ちゃんと保護者

月・火・木・金曜日
13:30〜15:00

わくわく
ルーム

満1歳〜就学前の
子どもと保護者

月・火・木・金曜日
9:30〜11:30

水族館で楽しもう

3歳児健診（個別通知）

12:30 保健センター

※新型コロナウイルスの感染拡大防止のため、
歯科検診は中止しています。

当日
直接

おりがみ教室「かさ」
13㈯ （小学生以下の子どもと保護者、先着10組程度） き ら ん K
15:15 生涯学習センター
「きらん」
キッズパーク

親子で簡単せいさく「歯磨き製作」

9：30
（満1歳〜就学前の子どもと保護者）
らんらん
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）
11:20 おたんじょうかい
ここらん
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」

１歳６カ月児健診（個別通知）
16㈫ 12:30 保健センター

夜の水槽見学と観覧車で夜景を
楽しみましょう。
（観覧車は1人1 回200円)

※新型コロナウイルスの感染拡大防止のため、
歯科検診は中止しています。

6月20日(土) 18:00〜20:30
(入館は20時まで)

入館料

シーズンパスポート1,000円
大人400円 高校生200円

健康推進

15㈪
16㈫ 6月生まれのおたんじょうかい

夜の水族館
日時

健康推進

おりがみ教室「かさ」

5㈮

０ 歳児
ルーム

詳 細

（小学生以下の子どもと保護者、先着10組程度） き ら ん K
15:15 生涯学習センター
「きらん」
キッズパーク

当日
直接

《詳細》子育て支援センターらんらん(常盤保育所内) ☎25-6002
ルーム

事

3歳児健診（個別通知）

《詳細》子育て世代包括支援センター
「ここらん」☎45-2022

無料

…子どもの健診

健康推進

4カ月児健診（個別通知）

中学生以下無料

( 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。)

健康推進

17㈬ 12:30 保健センター
作ってあそぼっ！
「七夕飾り」

（小学生以下の子どもと保護者、先着10組程度） き ら ん K
15:15 生涯学習センター
「きらん」
キッズパーク

《詳細》水族館 ☎27-1638

親子で簡単せいさく「歯磨き製作」

「きらん」
でたのしもう
父の日
にがお絵プレゼント
父の日にプレゼントする似顔絵を作成
します。
対象

小学生以下の子どもと保護者

七夕イベント
短冊に願い事を書いてキッズパーク内
に飾ります。
対象

小学生以下の子どもと保護者

当日
直接

6/20 土

21

1
〜6

水
月

10：00
〜16：45

利用時間 10:00〜17:00
パスポート 半年 1,200円
年間 2,000円
入場料 1歳〜小学生 200円
1歳未満の子ども、子どもに同伴の保護者は無料
《会場・詳細》生涯学習センター
「きらん」
キッズパーク
☎83-7752
11
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１歳６カ月児健診（個別通知）
12:30 保健センター

※新型コロナウイルスの感染拡大防止のため、
歯科検診は中止しています。

日

10：00
〜16：45

7/

18㈭

9：30
（満1歳〜就学前の子どもと保護者）
らんらん
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）
健康推進

6月生まれのおたんじょうかい

23㈫

9：30
（満1歳〜就学前の子どもと保護者）
らんらん
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）

24㈬

親子で楽しむ簡単せいさく(各先着20組程度)

〜26㈮

ここらん

10:00 子育て世代包括支援センター
「ここらん」

作ってあそぼっ！
「七夕飾り」
27㈯ （小学生以下の子どもと保護者、先着10組程度） き ら ん K
15:15 生涯学習センター
「きらん」
キッズパーク

アップルおはなし会
28㈰ (英語の絵本の読み聞かせと歌。先着30人)

11:00 生涯学習センター
「きらん」
ブックパーク

《詳細》
健康推進
ここらん
らんらん
きらんＫ
きらんB

きらんB

健康推進課 ☎45-6610
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

デコBOXライブラリー

無料

〜ぼくもわたしもBOXとしょかんちょう！〜

ロボットアリーナ体験教室
おうちで 作ろう ロボットハンド！

好きな本や、おすすめの本を選び、としょかんBOXを
飾り付けて、自分だけのひとはこ図書館を作ります。
7月7日まで展示タワーに設置し、
来館者に借りてもらいます。
対象

小学生

日時

6月27日(土) 12:30〜15:00

会場

生涯学習センター
「きらん」

家で作れるロボットキットを送付します。
プラスドライバーを使い、組み立
てます。作り方の動画をホームペー
ジで配信します。
対象

小学生

送付数

6月1日11時から10日17時
まで、ホームページに掲載の

先着20人

申込方法

20個(送付数越えは抽選)

申込方法

ブックパーク、2階研修室
定員

無料

「お申込み専用サイト」
で

6月1日から、電話またはブックパーク窓口で

《詳細》生涯学習センター
「きらん」
ブックパーク
☎83-7753

《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/

ひ と り 親 家 庭 の皆さんへ

○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

児童扶養手当をご存知ですか
《詳細》子育て支援課 ☎25-2494
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。

母子健康手帳を交付しています
妊婦さんを対象に、母子健康手帳・妊娠一般健康
診査受診表の交付を行います。保健センターに直接
お越しください。代理人や郵送による申請の場合は、
お問い合わせください。
日時

月〜金曜日(祝日を除く)

用意する物

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、早めに相談してく
ださい。

親子講座

無料

0歳児のひよこクラブ

《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。

8:45〜17:00

妊娠届出書、
本人確認書類
（マイナンバーと身元の確認)

《詳細》健康推進課 ☎45-6610

対象

令和元年8月〜令和2年1月に生まれた赤ちゃんと親

日時 6月30日、7月7日・14日(火曜日・全3回)
13:30〜15:00
定員

先着20組

申込方法

6月2日から、電話または直接
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地 域子育てセミナー

児童手当・特例給付現況届の
受け付けが 始まります

幼児を持つ親編
子育てに関する学習をテーマに、3回に分けて
行います。 最新の情報提供や参加者の皆さんとの意見交流
など、笑顔の子育てを応援します。
託児を無料で受けます。

児童手当・特例給付を受けている人に現況届を発送
しますので、期間内に提出してください。現況届の提出
がない場合は、 6月分以降の手当が受けられなくなりま
すのでご注意ください。なお、 公務員は勤務先で手続
きを行ってください。 新型コロナウイルス感染症拡大防
止のため、 今年度は出張受付の予定はありません。 郵
送による提出にご協力ください。
受付期間

6月1日(月)〜30日(火)

受付方法

郵送または子育て支援課窓口に直接
(窓口は土・日曜日を除く)

対象 3歳くらいまでの幼児の親、関心のある人
日時 6月19日、7月3日・17日(金曜日、全3回)
13:30〜14:30
申込方法 6月12日まで、電話、または、住所・氏名・電話
番号・託児の有無(託児を希望する場合は、お子さんの氏名・
年齢）
を記入し、ファクス、郵送で
《会場・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4-20-6

《詳細》子育て支援課 ☎25-2494
051-8511 幸町1-2

子育て支援センターでは、無料
子どもに関する相談を
受け付けています！
新型コロナウイルス感染症予防の

「多胎児(双子以上)を
育児する世帯」
は
保育認定の対象です

ため、家で過ごす時間が増え、育児
を負担に感じてしまい気がめいっていませんか。
「ここらん」
と
「らんらん」
では電話はもちろん、来所で
の相談も受け付けています。睡眠・授乳・離乳食・食事・
排泄・発育・発達・育児方法など、育児・子育てに関
する相談や、ささいなことでもお話を伺いますので、
お子さん連れで気軽にご相談ください。
対象

子どもに関する相談のある人

日時

月〜金曜日(祝日を除く)

8:45〜17:15

《詳細》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

子育て応援団
からのお知らせ

みくにっ子文庫おはなし会

令和2年4月から、保育所等入所選考基準に
「多胎児(双子
以上)の育児」
を追加しています。就労などの条件を満たして
いなくても、保育所に入所ができるようになりました。
多胎児の対象年齢
0歳児〜2歳児
(年度中に３歳になる子どもを含む)
認定時間
保育短時間(8:30〜16:30)
詳細は、市ホームページ
(http://www.city.muroran.lg.jp/
main/org4510/hoikujyo.html)を
ご覧ください。
《詳細》子育て支援課 ☎25-2400

無料

おはなし『ロバの耳はなぜ長い』、パネルシアター
『5匹のカエル』、人形劇『カエルのぴょん』
を行います。
日時 6月21日(日) 9:30〜10:00
《会場・詳細》日本キリスト教会室蘭教会(幸町5-15)
☎22-6086

13
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無料

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。
《詳細》子育て支援課 ☎50-5101

