当日、直接会場にお越しください。

7月の健診・おでかけカレンダー
日

行

事

詳 細

おりがみ教室「アイスクリーム」

2㈯

（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 ＦＫホールディングス生涯学習センター
きらんキッズパーク

親子で簡単せいさく「たなばた」
4㈪
9:30
（満1歳～就学前の子どもと保護者）
らんらん
～6㈬ 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）
6㈬

おはなし会（小学生以下の子ども）
11:00 図書館本館

図 書 館

6㈬
8㈮

3歳児健診（個別通知）
12:20 保健センター

健康推進

おはなし会（先着15人程度）
11:00 ＦＫホールディングス生涯学習センター きらんＢ
きらんブックパーク
9㈯

作ってあそぼっ !「シャカシャカマラカス」

（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 ＦＫホールディングス生涯学習センター
きらんキッズパーク

…子どもの健診

日

行

14㈭

1歳6カ月児健診（個別通知）
12:20 保健センター

健康推進

詳 細

7月生まれのバースデーフォトコーナー
14㈭ （生後6カ月のハーフバースデーコーナーもあります）
ここらん
15㈮ 10:00、13:30
子育て世代包括支援センター「ここらん」
17㈰

19㈫

英語のおはなし会（小学生以下の子ども）
11:15 図書館本館

図 書 館

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）
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）
1歳6カ月児健診（個別通知）
12:20 保健センター

19㈫
20㈬

健康推進

親子で楽しむ簡単せいさく（先着15組程度）
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 !「シャカシャカマラカス」

（小学生以下の子どもと保護者、先着10組程度）
きらんＫ
20㈬
15:15 ＦＫホールディングス生涯学習センター
きらんキッズパーク
22㈮

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

23㈯

おはなし会（5歳以上）
11:00 図書館本館

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）
きらんＫ
13㈬
15:15 ＦＫホールディングス生涯学習センター
きらんキッズパーク

事

図 書 館

4カ月児健診（個別通知）
28㈭ （絵本や食器をプレゼントします）
12:40 保健センター

健康推進

ここらん 子育て世代包括支援センター「ここらん」☎45-2022
《詳細》 健康推進 健康推進課 ☎45-6610
図 書 館 図書館 ☎22-1658
らんらん 子育て支援センターらんらん（常盤保育所内）☎25-6002
きらんＫ ＦＫホールディングス生涯学習センター「きらん」キッズパーク ☎83-7752
きらんＢ ＦＫホールディングス生涯学習センター「きらん」ブックパーク ☎83-7753

7月 の

ここらん

フッ素塗布

対象 1歳3カ月～就学前の子ども
日時 7月21日（木）13:00～14:45
会場 保健センター
料金 800円
申込方法 事前に申込フォームで
※人数制限があります。

「親子で食育フェス!!」

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。
無料

市内に居住する小学生と保護者
（小学生のきょうだいがいる場合、
一緒の参加可）
日時 7月29日（金）10:00～12:00
会場 保健センター
定員 先着16組(保護者は1組1人まで)
申込方法 7月1日から22日まで、申込フォームで
《詳細》健康推進課 ☎45-6610
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当日
直接

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

食育ゲームやドリンク作りなどを行い
ます。夏休みの自由研究にも使えます。
対象

無料

《詳細》子育て世代包括支援センター
「ここらん」☎45-2022

らんらんのルームであそぼう
ルーム

対

象

無料

当日
直接

開放日時
（7月）
月・火・木・金曜日
（祝日を除く）
13:30～15:00

０歳児ルーム

満1歳未満の
赤ちゃんと保護者

わくわくルーム

月・火・水・金曜日
満1歳～就学前の
（13日、祝日を除く）
子どもと保護者
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

七夕レース～みんなで天の川をつくろう～
親子で楽しめる障害物レースです。
対象 小学生以下の子どもと保護者
日時 7月6日
（水）
・7日
（木）
11:30～12:00、15:30～16:00

当日
直接

当日
直接

かわいい魚の飾りが登場します。いろいろな魚を探し
ましょう。
対象 小学生以下の子どもと保護者
日時 7月25日
（月）
～ 8月15日
（月）10:00～16:45
利用時間 10:00～17:00
※8月18日
（木）
は、都合により臨時休館します。
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・同伴の保護者…無料

無料

当日
直接

本を5冊以上借りると、キラキラ☆サラサラたなばたか
ざりがもらえます。
対象 小学生以下の子ども 日程 7月1日
（金）
～7日
（木）
定員 各先着10人

無料

ステップライブラリー
絵本の読み聞かせや手遊び、わらべ歌遊びなどを行
います。
対象 3歳以下の子どもと保護者
日時 7月27日（水）10:45～11:30
定員 先着5組程度
申込方法 7月26日まで、電話で

子ども工作会～風鈴を作ろう！～

《会場・詳細》ＦＫホールディングス生涯学習センター
きらんキッズパーク ☎83-7752

Let's図書館おてつだい
～君も司書Jr.！

《詳細》図書館
☎22-1658

•月末図書整理による休館日…7月29日（金）

『お魚ど～こだ☆海の仲間たちを探そう』

きらんブックパーク☆
たなばたまつり

無料

当日
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、ポスター作成などを毎回15分程度行い、スタン
プを集めましょう。スタンプを30個集めると、9月に1
日ブックパーク館長として、窓口カウンターでのお仕
事が待っています。10個以上集めるとジュニアバッジ
をプレゼントします。
対象 小中学生
日時 7月23日
（土）
～ 8月28日
（日）
10:30～11:30、15:30～16:30
定員 先着30人
《会場・詳細》ＦＫホールディングス生涯学習センター
きらんブックパーク ☎83-7753

ガチャガチャのカプセルに飾りを付けて、自分だけ
の風鈴を作ります。
対象 5歳～小学生
日時 7月30日（土）13:30～14:30
定員 先着10人
申込方法 7月1日から28日まで、電話で

お気に入りの本の帯を作ろう！
自分の好きな本の帯を作り、紹介してみませんか。
作成した帯は、10月27日から始まる読書週間の間、
図書館に展示します。
対象 小学生
日時 8月6日（土）･11日（木）13:30～15:00
定員 各先着10人
申込方法 7月1日から各前日まで、電話で

8/1月

9:00～16:00

1日市長体験

無料

室蘭市長のお仕事体験や
施設見学などを行います。
対象 市内に居住する小中学生
定員 2人程度
申込方法 7月12日まで、住所・氏名・学年・電話番号・
保護者の氏名と｢室蘭をこんなまちにしたい｣をテーマ
にした、原稿用紙1～2枚程度の作文を添えて、ファ
クス、メールまたは郵送で（応募作文で選考）
《詳細》秘書課 ☎25-2164 FAX 23-3120
hisyo@city.muroran.lg.jp
051-8511幸町1-2

母子健康手帳を交付しています

子育て相談

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・新生児聴覚検査受診票の交付や、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。

新型コロナウイルス感染拡大を防止する
ため、子育て相談・教室事業を縮小してい
ます。
子どもの体重が気になる、離乳食がうま
く進まない、子どもの成長や発達、関わり
方などの相談がある場合、保健センターで
個別に相談を受け付けていますので、事前
に予約をしてください。希望に応じて家庭
訪問も行います。お気軽にご連絡ください。

日時 月～金曜日（祝日を除く）8:45～17:00
会場 保健センター 3階
用意するもの 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）

無料

《詳細》健康推進課 ☎45-6610
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夏の水族館
7/18 は
海の日

水族館の仕事体験

入館無料

無料

1日飼育係体験学習

水族館マッピングラリー

海獣プールと魚類水槽の清掃や給餌などを行います。（入館
料がかかります）

無料

対象 小学4～6年生
日時 8月4日
（木）・5日
（金）10:00～14:00
定員 各6人（定員超えは抽選）
申込方法 7月1日から15日（消印有効）まで、子どもの氏名・
学校名・学年と保護者の住所・氏名・年齢・電話番号・希望
日を記入し郵送で（はがき1枚につき1人まで）。
当選者には7月25日までに、電話または郵送で連絡

水族館内に貼られているシールを探します。
全てのシールを見つけると、プレゼントがもら
えます。
（入館料がかかります）
対象 小学生
日時 7月30日
（土）13:00～14:00 (荒天中止)
定員 先着30人
申込方法 当日12時30分から、水族館事務所
前で受け付け

開館時間 9:30～16:30（7月25日～ 8月20日まで17:00） 入館料 大人400円、高校生200円、中学生以下は無料
《詳細》水族館 ☎27-1638 051-0036 祝津町3-3-12

キッズ・ジュニアのヒップホップジャズダンス
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
日時

4歳～中学生
7月27日
（水）18:30～19:15
31日
（日）15:30～16:15

無料

子育てについて学びませんか？

たのしくあそぼう！

らんらんクラブ

「新聞紙であそぼう!」

対象 1歳～就園前の子どもと保護者
日時 8月17日
（水）10:00～11:30 定員 先着10組程度
申込方法 7月14日から、電話または直接
《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

はじめてママの

ころころクラブ

「抱っこと眠りの話(何で泣くの？)」
対象 生後4カ月までの赤ちゃんと保護者
日時 8月10日（水）13:30～14:30
定員 先着10組程度
申込方法 7月14日から、申込フォームで

０歳の親子講座

ぴよぴよクラブ

「離乳食のお話」
対象 0歳の赤ちゃんと保護者
日時 8月16日（火）13:30～14:30
定員 先着15組程度
申込方法 7月6日から、申込フォームで

たのしくあそぼう！

《会場・詳細》サンライフ ☎55-3040

ここらんクラブ

「色々な遊具で体を動かしてあそぼう!」
対象 1歳～就園前の子どもと保護者
日時 8月23日（火）10:00～11:00
定員 先着15組程度
申込方法 7月28日から、申込フォームで

定員 各先着10人
料金 各500円
申込方法 各前日まで、電話で

りにゅう食教室
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 7月12日
（火）13:30～14:45
申込方法 7月11日まで、電話で

マタニティ教室
栄養士から食生活についてお話がありま
す。また、助産師と保健師から授乳や沐浴
の指導を受けられます。
もく よく

対象

市内に居住するおおむね妊娠30週
以降の妊婦（パートナーの同伴可）
日時 7月22日（金）13:00～15:00 定員
申込方法 7月15日まで、申込フォームで
会場

先着10組

保健センター 3階
《詳細》健康推進課 ☎45-6610

地域子育てセミナー（幼児を持つ親編）
子育て世代包括支援センター「ここらん」
｢めざせ！《会場・詳細》
ほめ上手・し
かり上手！｣ 050-0083 東町4-20-6
☎・ 45-2022
親としての心構えや子育ての方法など
を学びます。最新の情報提供や意見交流
など、笑顔の子育てを応援します。託児
も無料で行います。

対象
日時

就学前の子どもがいる親
9月14日（水）10:00～11:00
（10:30 ～参加者交流）
定員 先着10人
申込方法 7月22日から、申込フォームで

《会場・詳細》子育て世代包括支援センター「ここらん」☎45-2022
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定員 先着15組

DENZAI環境科学館夏休み特別講座
対象

小学生（3年生以下は保護者1人同伴）

室工大サイエンススクール

帰ってきたサイエンスフェスタ

当日
直接

超伝導や熱電材料、形状記憶合金、水素吸蔵合金、強力
磁石、高圧の世界など、科学・工学のおもしろさを学べま
す。DENZAI環境科学館の入館料がかかります。
対象 小中学生
日時 7月30日（土）10:00～15:00
会場 DENZAI環境科学館
《詳細》室蘭工業大学総務広報課 ☎46-5016

ロボットアリーナ夏休みイベント

無料

申込方法 7月5日から18日まで、科学館に備え付けの申
込書に料金を添えて直接
※海藻標本作りのみ、当日料金徴収。

7/ 31 日

13:30～16:30

自由研究相談会

無料

夏休みの自由研究や工作のアドバイスをします。
会場 えみらん1階多目的室
《会場・詳細》DENZAI環境科学館 ☎22-1058
（申込受付時間 10:30～16:30）

子育て応援団
のお知らせ
鉄ン子文庫

無料

自宅の一室を開放し、絵本や児童書
の貸し出しをしています。
各分室と開室日時

幕西分室

（幕西町2-11）

高砂分室

（高砂町1-10-19）
☎44-8490

水元分室

毎週月曜日
10:00～17:00
毎週木曜日
14:00～16:30
毎週水曜日
15:00～17:00

無料

おはなし『だいくとおにろく』『の
ろまなローラー』
『ぼくにもそのあい
をください』を行います。
日時 7月17日（日）9:30～10:00
会場 日本キリスト教会室蘭教会
（幸町5-15）
詳細 同教会 ☎22-6086

おもちゃの修理
壊れたおもちゃを無料で修理しま
す。部品代がかかることがあります。
日 時
会 場
7月10日
（日） ふれあいサロン
11:00～15:00 ほっとな～る（中島町）
7月24日
（日） えみらん1階
11:00～15:00 多目的室
詳細

定員 各8人（定員超えは抽選、保護者の同伴は1人まで）
申込方法 7月4日から14日まで、ホームページの申込フォームで
《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/sp/event/

おもちゃの病院「中島」・岡本
☎090-1644-0543

無料

子ども食堂「えがお食堂」

マタニティレッスン体験

子どもや高齢者にカレーライスを提
供して、見守る活動をしています。
対象 蘭西地域に居住する子どもと高
齢者（就学前の子どもは保護者同伴）
日時 7月16日（土）11:30～12:30
（遊び場は10:00～12:30）
会場 本教寺駐車場（常盤町6-14）
料金 大人200円、高校生以下無料
詳細 室蘭更生保護女性会・石倉
☎090-3468-1966

マタニティヨガ体験や妊婦の体・栄
養・生活、生まれてきた赤ちゃんの発
達についてお話しします。
対象 おおむね妊娠5カ月以降の妊婦
日時 7月4日（月）13:00～15:00
定員 先着5組
－－－－－－－－－－－－－－－－－

八丁平子育てサロン

※休館や予約制になる場合があります。
詳細 山田 ☎050-5375-8784

みくにっ子文庫おはなし会

当日
直接

親子遊びをして昼食を食べます。
対象 就学前の子どもと保護者
日時 7月12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）
詳細 同サロン・中川 ☎46-2213

子どもの居場所クルハウス

無料

大学生と一緒に勉強したり、遊んだ
りできます。毎週土曜日は、子ども食
堂も開催しています。
対象 小中学生
日時 毎週金曜日 15:00～19:00
毎週土曜日 10:00～14:00
会場 クルハウス（知利別町2-22-31）
定員 各先着10人
料金 大人200円、大学生以下無料（子
ども食堂を利用する場合）
申込方法 各前日まで、電話または
メール、LINE（@247tehrj）で
詳細 ＮＰＯ法人くるくるネット・鳥山
☎48-9133 toriyama@kuru2.net

mamサークル

予約少人数制の子育て
サークルです。発達に関
する相談や情報交換がで
きます。その他、発達・
発育を促すベビーマッ
サージや発達遊び講座な
どを行っています。
詳細はホームページをご覧ください。
対象 就学前の子どもと保護者
日時 7月8日・15日・22日・29日
（金）
9:00～11:00
定員 各先着3組
料金 各300円
会場

yoga&mama salon ATmam
（日の出町3-5-22）
申込方法 事前にホーム
ページの申込フォームで
詳細 yoga&mama salon
ATmam☎050-6867-5832

子育て応援団に入りました

（5月31日現在）

・アトリエricco
《詳細》子育て支援課 ☎50-5101
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