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2月の健診・おでかけカレンダー

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

《詳細》
図 書 館健康推進
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健康推進

…子どもの健診

日 行　　　　事 詳  細

1㈪
2㈫

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）

3㈬

おはなし会
10:30　図書館本館

3歳児健診(個別通知)
12:30　保健センター

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）

5㈮ 3歳児健診(個別通知)
12:30　保健センター

7㈰
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）

10㈬
おりがみ教室「てぶくろ」
(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

13㈯ おはなし会(3歳以上、 先着10人程度)
11:00　生涯学習センター「きらん」ブックパーク

13㈯
14㈰

作ってあそぼっ！「バレンタインカード」
（小学生以下の子どもと保護者、 各先着10組程度）
15:15　生涯学習センター「きらん」キッズパーク

16㈫

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）

１歳６カ月児健診(個別通知)
12:30　保健センター

17㈬

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

18㈭ １歳６カ月児健診(個別通知)
12:30　保健センター

18㈭
19㈮

2月生まれのバースデーフォトコーナー
(生後6カ月のハーフバースデーコーナーもあります)
10:00、13:30　
            子育て世代包括支援センター「ここらん」

20㈯
おりがみ教室「てぶくろ」
(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㈰ 英語のおはなし会
11:15　図書館本館

24㈬
～26㈮

親子で楽しむ簡単せいさく(先着15組程度)
10:00　子育て世代包括支援センター「ここらん」

当日、 直接会場にお越しください。
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20㈯

21㈰

24㈬
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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（2月)

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・木・金曜日、 24日(水)
（26日・祝日を除く）
9:30～11:30

ほかほか
ルーム

満1歳～就学前の
子どもと保護者

20日(土)
9:30～11:30

《詳細》子育て支援センターらんらん(常盤保育所内) ☎25-6002

《詳細》健康推進課 ☎45-6610

当日
直接
当日
直接無料無料

無料無料

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。
初期から中期食までの進め方と作り方を紹介します。

日時　2月19日(金) 13：30～14：15 
会場　保健センター 3階
定員　先着15組
申込方法　2月18日まで、 電話で

りにゅう食教室

　妊婦さんを対象に、母子健康手帳・妊娠一般健康診査受
診票の交付や、保健師・栄養士による健康相談を行います。
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） 
　　 8:45～17:00
用意する物　妊娠届出書、本人確認書類（マイナンバーと
　　　　　 身元の確認ができる書類）

母子健康手帳を交付しています

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」
子育て世代包括支援センター

　お子さんの身長・体重を計測できます。
赤ちゃんから測れます。センサー式身長計
もあります。

当日
直接
当日
直接無料無料

《詳細》図書館 ☎22-1658

月末図書整理による
休館日…2月26日(金) 無料無料
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きらんでたのしもう♪

対象 平成26年4月2日～平成27年4月1日に生まれた子ども

春から小学一年生！！

《詳細》健康推進課 ☎45-6610

《詳細》学校教育課 ☎22-5055

無料無料
麻しん風しん
予防接種を受けましょう

小学校
入学前に

初就学児童に入学通知書を送ります
4 月から小学校に入学する児童の保護者に、1月末まで

に入学通知書を送付しています。入学通知書が届いていな
い場合は、連絡してください。

令和3年3月1日時点で支給の要件を満たしている人は、 
令和3年6月30日までに申請を行うことで、  3月分の手当から
受給できます。  詳細は、 お問い合わせください。

児童扶養手当と障害基礎年金の併給調整が見直されます《詳細》子育て支援課 ☎25-2494
　障害基礎年金などを受給していて、 これまで児童
扶養手当を受給することができなかった人も令和3年
3月分の手当以降は、 児童扶養手当額が障害年金の
「子の加算」部分の額を上回る場合、 その差額を受給
できるようになります。

受給資格者として認定を受けている人　　→　申請は不要
受給資格者として認定を受けていない人　→　申請が必要

対象　2歳未満の子どもと保護者
日時　2月27日（土） ①10：30～12：00 ②13：30～15：00
定員　各先着3組
申込方法　2月1日10時から、 ブックパーク窓口で

　子どもを主人公に見立てて、 物語のワンシーンを撮影
してみませんか。

○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
○当日限定のデコデコ図書カードの作成

《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

きらんランラン撮影会
キッズパークのひなまつり　

こんな
イベントも
あるよ！

無料無料

対象　2歳以下の子どもと保護者
日時　2月17日(水)～3月3日(水)　10：00～14：00

当日
直接
当日
直接

入館料　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

対象　小学生以下の子どもと保護者
日時　2月25日(木)～3月3日(水)　10：00～16：45

ねぞうアート

パスポート
半年…1,200円　
年間…2,000円

物語の
世界に飛び込んじゃおう！物語の
世界に飛び込んじゃおう！

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

　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。

※科学館展示室を見学する場合は、入館料がかかります。
《会場・詳細》青少年科学館 ☎22-1058

　イタンキ浜の「鳴り砂」を、クイズや体験を通して楽しく
学びます。
•イタンキ浜鳴り砂を守る会パネル展示
•鳴り砂の鳴るしくみを体験しよう
•クイズに挑戦してプレゼントをゲット
•海洋ごみを利用した万華鏡作り

日時　３月７日(日)　①10：10～11：40　②12：00～13：30
　　　　　　　　 ③13：40～15：10　※入場入替制。
定員　各先着60人
参加方法　2月13日から青少年科学館で配布する入場券を持参

室蘭こども環境フェスタ
「室蘭イタンキ浜についてたのしく学ぼう！」
「PCBを知ろう！」

無料無料

特別
企画

～ひな祭り仕様のねぞうアートを設置♪～

ひなまつり制作～ひな祭りにちなんだ2種類の制作♪～

利用時間　10:00～17:00

科学館 ザ・ラストイヤーイベント科学館 ザ・ラストイヤーイベント

•PCBを知ろう！パネル展示
•科学館オリジナルキャラクターのうごくぬりえ体験
　「君のぬったぬりえが動き出す！？」
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　ベビーマッサージ教室です。ママたち
へのヘッドマッサージ付きです。
対象　2カ月以上の赤ちゃんとママ
日時　毎週月曜日 10:00～11:30
会場　中田商会汐見ビル

（東町2-5-12)
定員　各先着6組程度　
料金　1,500円
申込方法　各前日まで、電話で
　　　林 ☎090-6997-2185

　おはなし『三人ばか』やパネルシア
ター『神様からの贈り物』、人形劇『く
まのお出かけ』を行います。
日時 2月21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

　自宅の一室を開放し、2万冊以上の
絵本や児童書の蔵書、貸し出しを行っ
ています。おはなし会や読み聞かせ会
も開催。図書館や小学校でもおはなし
会を行っています。
※現在、新型コロナウイルス感染症対 
　策のため、入室者数を制限していま
　す。利用する人は、事前に幕西分室
　(高砂分室を利用する人は ☎44-84
　90)にご連絡ください。

　　　同文庫幕西分室
　　　☎050-5375-8784

　室蘭こども劇場の事務所を無料で開
放します。おもちゃなども用意してあり、
一度に5組程度遊べます。会員以外の人
も利用できます。気軽にお越しください。
対象　就学前の子どもと保護者
日時　毎週水曜日 10:30～12:30
会場　室蘭子ども劇場
　　　(みゆき町2-6-2)

　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

子育て応援団
のお知らせ

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」
をお渡ししています。
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

ジュニアスポーツ教室 体験会

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

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

ク」ク」ク

備
付
場
所

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

●
●
●
●
●
●

《詳細》子育て支援課 ☎50-5101

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。 動きやすい服装で、 
体験したい種目の実施日の15時45分まで
に会場にお越しください。 バドミントンのラケッ
トを持っている人は、 持参してください。

※バドミントン・バスケットボールの体験は、 1人1回まで。
※バドミントンの定員は、 各15人。
※参加当日は、 健康状態の確認と検温を行い、 発熱がある
　ときや体調が悪いときは参加を控えてください。
会場　体育館　　用意する物　上靴、 飲み物

《詳細》スポーツ協会 ☎44-7521

無料無料

体　操

火

水

金

9日・16日

10日・17日

12日・19日
16：00～18：00

新小学
2～6年生

実施日時（2月） 対　象種　目

バドミントン

バスケット
ボール

16：00～17：30
新小学
1～6年生

《詳細》子育て支援課 ☎50-5101

　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

　　　同教会

　　　林 ☎090-6997-2185

　　　同文庫幕西分室

　　　室蘭子ども劇場 ☎43-3790

みくにっ子文庫おはなし会 無料

鉄ン子文庫 無料

ベビーマッサージNico

舞台鑑賞を楽しもう会員募集

室蘭子ども劇場事務所
「きばらし場」を開放します無料

入会金200円、
会費月額1,200円×2カ月分（ （

　おはなし『三人ばか』やパネルシア
の贈り物』、人形劇『く

まのお出かけ』を行います。
2月21日(日)

　　　9:30～10:00
日本キリスト教会

幸町5-15)
☎22-6086 　　　☎050-5375-8784

　　　同文庫幕西分室

毎週月曜日
10:00～18:00

※不定期で土曜日も開室。

※住所などの詳細は、お問い
   合わせください。

幕西分室
(幕西町2-11)

高砂分室
(高砂町1-10-19)

天神分室
(天神町11-3)

水元分室

毎週金曜日
10:00～18:00

毎週木曜日
14:00～16:30
毎週水曜日
15:00～17:00

各分室と開室日時


