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7月の健診・おでかけカレンダー

健康推進

健康推進

健康推進

健康推進

…子どもの健診

日 行　　　　事 詳  細

1㈬ おはなし会
10:30　図書館本館

1㈬
3㈮

3歳児健診（個別通知）
12:30　保健センター

4㈯ おはなし会
10:30　図書館本輪西分室

8㈬
おりがみ教室「アイスクリーム」
（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

9㈭
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

11㈯ おはなし会
11:00　生涯学習センター「きらん」ブックパーク

14㈫ １歳６カ月児健診（個別通知）
12:30　保健センター

15㈬
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

16㈭ １歳６カ月児健診（個別通知）
12:30　保健センター

18㈯
おりがみ教室「アイスクリーム」
（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

20㈪
～22㈬

親子で簡単せいさく　七夕飾り
　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）

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」

25㈯
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

28㈫

7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）

29㈬
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

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
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当日、 直接会場にお越しください。
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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　10：00～12：00
　           13：30～15：30

みんなの広場

《詳細》子育て世代包括支援センター「ここらん」 ☎45-2022

「ここらん」

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（7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
（祝日を除く）
13:30～15:00

月・火・水曜日、
2日・9日・16日(木)、 31日(金)

9:30～11:30

無料無料

当日
直接
当日
直接無料無料

対象 小中学生
日時 7月26日(日)～8月30日(日)
　　　①10:30～11:30　②15:30～16:30
定員　先着30人　申込方法　7月1日から、電話または直接

　図書館のお仕事である、本や読み聞かせコーナーの整理、
本棚の見出し作製などを毎回15分程度行い、スタンプを集
めましょう。スタンプを25個集めると、9月に
として窓口カウンターのお仕事が待っています。10個以上
集めると、 手作りグッズをプレゼントします。

Let’s図書館おてつだい～君も司書Jr.！

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

　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。

親子講座 2歳児
ちびっこクラブ

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

無料無料

無料無料無料無料無料無料

対象　平成29年9月～平成30年5月に生まれた子どもと親
日時 8月26日、9月2日・9日（水曜日、 全3回）
　　　10:00～11:30
定員　先着20組
申込方法　7月28日から、 電話または直接

日時　7月15日(水)・16日(木) 
　　　10:00～12:00
　　　13:30～15:30

7月生まれのバースデーフォトコーナー
　撮影用の大きなケーキや、かわいい
小道具を用意しています。カメラなどを
お持ちください。
　ハーフバースデー（生後6カ月）のコー
ナーも用意しています。
　申込方法などの詳細は、お問い合わせ
ください。

司書Jr.
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　　　おもちゃの病院「中島」・水木
　　　☎46-7550

　親子遊びやボランティアとのふれあ
い交流を楽しみます。第3週は絵本の
読み聞かせ、第4週はコーヒータイムを
行います。昼食を用意して、直接お越
しください。
対象　就園前の子どもと保護者
日時　毎週火・水・木曜日
　　　10:30～14:00
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

　絵本『おれたち、ともだち！』シリー
ズから、『キツネくんとオオカミさんの
巻』と『キツネくん
とオオカミさんとコ
ダヌキくんの巻』
の公演です。
対象　小学4年生以下の子どもと保護者
日時　7月2日(木)
　　　①16:20～17:10(開場16:00)
　　　②18:30～19:20(開場18:10)
会場　市民会館

　親子で会員になり、舞台鑑賞や遊び
を楽しむ子育ての会です。
対象　高校生以下の子どもと保護者

料金　入会時に1人2,600円
　　　

　　 3歳以下は無料
　　　室蘭子ども劇場 ☎43-3790

　おはなし『舌切り雀』やパネルシア
ター『まっくろネリノ』、人形劇『インデ
アン』を行います。
日時　7月19日(日)　9:30～10:00
会場　日本キリスト教会室蘭教会
　　　（幸町5-15）
　　　同教会 ☎22-6086

　スタッフも募集しています。
日時　7月25日(土)～8月16日(日)　
　　　19:30～20:30
会場　本輪西ほたるの里
　　　(本輪西町5-10 栗林庭園内)
　　　本輪西ほたるの会・工藤
　　　☎090-2814-8612

おもちゃの修理（部品により有料）

舞台鑑賞例会

舞台鑑賞を楽しもう会員募集

　　　おもちゃの病院「中島

　　　吉田 ☎090-5223-3969 　　　室蘭子ども劇場 ☎43-3790

　　　同教会 ☎22-6086

　　　本輪西ほたるの

《詳細》子育て支援課 ☎50-5101

育児サークルワニワニクラブ

7月19日(日)
11:00～15:00

7月12日(日)
11:00～15:00

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

人形劇団むすび座『ともだちや』
みくにっ子文庫おはなし会

ホタル鑑賞会

　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

入会金200円、
月額1,200円×2カ月分（ （

　夏休みの自由研究や工作のアドバイスをします。
対象　小学生（4年生以下は保護者同伴）
日時　7月26日(日)　10:30～16:00

子育て応援団からのお知らせ

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

夏の特別講座夏の特別講座
対象　小学生（4年生以下は保護者同伴）
申込方法　7月1日から12日まで、 電話で

※1人1講座まで
※講座の付き添いのみの保護者は無料（子ども1人につき1人まで)

　お絵かきソフトで絵を
描いてうちわを作ります。
日時　7月23日(木)
　　　10:00～12:20
定員　先着6人
料金　500円

パソコン教室

自由研究相談会

　化石の原石から木の葉を探します。
日時　7月25日(土)
　　　①10:00～11:15
　　　②14:00～15:15
定員　各先着6人
料金　700円

化石を探そう
　木の椅子を作ります。
日時　7月26日(日)
　　　①10:00～12:00
　　　②14:00～16:00
定員　各先着5人
料金　500円

木工教室

　　　①10:00～12:00
　　　②14:00～16:00

当日
直接
当日
直接

《会場・詳細》青少年科学館 ☎22-1058
　　　　　（申込受付時間　10:30～16:30）


