
子育て

赤ちゃんと子どものために
《詳細》健康づくり課 ☎45‒6610

おじいちゃん、おばあちゃんの
楽しいまご育て
　共働きの家庭が増え、祖父母が孫を
預かるなど子育てに関わる事も多くな
りました。昔とは子育て事情や、食事・
しつけ面などでの親世代との意識も違
います。子どもと
の関わり方を学び、
情報交換をしま
しょう。
対象　孫がいる、
または孫が誕生する祖父母
日時　 6月10日㈮ 13:30～15:00
会場　子育て相談ふれあいセンター
（中島保育所内）
申込方法　 6月 8日まで、電話で。た
だし、駐車場は予約制で先着10台
詳細　子育て相談ふれあいセンター
（中島保育所内） ☎45‒6246

「サンデーパパ」
おとうさん、あそぼ！
　お父さんとお子さんが、楽しみなが
ら遊び方を学びます。遊具や、お父さ
んならではの体を使った遊びです。

対象　１歳から就学前ま
での子どもとお父さん
日時　 6月12日㈰ 
　　　10:00～12:00
会場　常盤保育所子育て
支援センターらんらん
申込方法　当日会場で
詳細　常盤保育所子育て支援センター
らんらん ☎25‒6002

おはなしやさん読み聞かせ会
　読み聞かせボランティ
ア「おはなしやさん」が、
読み聞かせを行います。
お子さんと一緒に絵本や
お話に触れ、楽しみま
しょう。当日各会場へ。

会場　子育て相談ふれあいセンター
　　　（中島保育所内） ☎45‒6246

対象　 0歳から就学前までの子どもと親
日時　 6月10日㈮ 11:15～11:45
当日は、中島保育所の開放（9:30～11:
15）も行っています。ただし、駐車場
は、予約制で先着10台

会場　つどいの広場「サンキッズ」
　　　（保健センター５階） ☎45‒2022

対象　 0歳から就学前までの子どもと親
日時　 6月24日㈮ 11:00～11:30

いざという時のために
幼児安全法講習会
　乳幼児の保護者、育児に係わる仕事
や活動をしている人を対象に、乳幼児
の時期に起こりやすいけがや事故の予
防と手当てを教えます。人形を使い、
人工呼吸やＡＥＤの使い方の体験も行
います。
日時　 6月25日㈯ 
10:00～12:00
会場　子育て相談
ふれあいセンター
（中島保育所内）
定員　先着30人
受講料　200円（教材費）
申込方法　 6月 6日から13日まで、電
話で。ただし、駐車場は、予約制で先
着10台。託児も受けます
詳細　子育て相談ふれあいセンター　
（中島保育所内） ☎45‒6246

行　　事　　名 対　象　・　内　容 実　施　日 時　間 持ち物 料金 会場

母子健康手帳の交付  直 接 母子健康手帳・妊娠一般健康診査票の
交付、保健師・栄養士による妊婦相談 毎週月～金曜日  8:45～17:00 妊娠

届出書

無　

料

保
健
セ
ン
タ
ー

ここまま相談広場  当日直接
計測や相談事のある就学前までの子ども

27日（月）
10:00～11:00

母
子
健
康
手
帳

計測や相談事のある赤ちゃん・妊婦 13:15～14:00

乳幼児健診
（個人通知）

当日直接

４カ月児
（平成23年 2 月生まれ）健診後、BCG接種を行います 23日（木）・24日（金）12:30～13:30

１歳６カ月児
（平成21年10月生まれ）フッ素塗布（800円）も行います  3 日（金）・ 7 日（火）12:30～13:50

３歳児
（平成20年 5 月生まれ）フッ素塗布（800円）も行います 15日（水）・17日（金）12:30～13:50

予防接種
当日直接 BCG ６カ月未満の赤ちゃん

（4カ月児健診時に行います） 23日（木）・24日（金）13:00～14:00

フッ素塗布  予 約 １歳３カ月から就学前までの
子ども

 3 日（金）・ 7 日（火）
15日（水）・17日（金）12:15～13:15 800円

22日（水） 13:00～14:45

りにゅう食教室  予 約 離乳食の話、試食、親子遊び､ 相談  2 日（木） 13:30～15:00 無料
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無料

無料

無料



子育て

子育て講座
各先着10組。再参加はできません。子育ての相談もできます。0歳児と 1歳児
は 6月 3日 8時45分から、2歳児は 6月10日 8 時45分から電話で申し込み。

無料

「サインを出そう！
       今 勇気を持って」
子どもの人権110番

図書館の催し

30日(木)は、月末図書整理日のため、休館します。

《詳細》図書館 ☎22‒1658

無料

おはなし会
　ボランティアの協力により、
絵本の読み聞かせなどを行い
ます。
申込方法　当日会場で

おはなし会
日　　　時 会　場　

11日（土） 10:30～10:50 図書館本輪西分室

14日（火）
～17日（金）11:40～12:00 図書館輪西分室

25日（土） 10:30～10:50 図書館本館

英語のおはなし会
日　　　時 会　場

19日（日） 11:00～11:20 図書館本館

赤ちゃんライブラリー
　　　　　　　　～絵本とともだちに～

　 3歳までの親子を対象に、 1組ごとに読み
聞かせとお薦め絵本の紹介をします。
日時　15日（水）10:30～11:30
会場　図書館本館
定員　 3組（定員を超えた場合は抽選）
申込方法　 8日まで、電話で

0歳児の ひよこクラブ
対象　平成22年 9 月から平成23年 3 月までに生まれた子ども（第 1

子のみ）と親
日時　 7月 6日･13日･20日（水曜日、全 3回）　13:30～15:00

会場・申込先
常盤保育所子育て支援センターらんらん ☎25‒6002

1歳児の すくすくクラブ
対象　平成21年 9 月から平成22年 3 月までに生まれた子どもと親
日時　 7月 6日･13日･20日（水曜日、全 3回）　10:00～11:30

2歳児の ちびっこクラブ
対象　平成20年 9 月から平成21年 6 月までに生まれた子どもと親
日時　 7月 5日･12日･19日･26日（火曜日、全 4回）　10:00～11:30

会場・申込先
子育て相談ふれあいセンター（中島保育所内） ☎45‒6246

お子さんの歯の健康を守りましょう

上手な歯の磨き方を
教えます　　　　　

　歯科衛生士が、歯の模型を使っ
て、上手な幼児の歯の磨き方や歯
ブラシの選び方などのお話をしま
す。染め出し液を塗って、歯垢の
チェックも行います。

対象　就学前までの子どもと親

日時　 6月10日㈮ 10:30～11:30

会場　つどいの広場サンキッズ
　　　（保健センター 5階）

定員　先着12組

持ち物　普段使っている歯ブラシ

申込方法　 6月 1日から、電話で

詳細　つどいの広場サンキッズ
　　　☎45‒2022

歯の正しい健康管理を
学びましょう　　　　

　室蘭保健所の歯科医師と歯科衛
生士が、一生使う歯の大切さや食
育のお話をします。歯磨きの指導
と子どもの口の中の様子も診ます。
託児も受けます｡

対象　 1歳から就学前の子どもと親

日時　 6月17日㈮ 10:00～11:30

会場　子育て相談ふれあいセンター
　　　（中島保育所内）

定員　先着13組

持ち物　普段使っている歯ブラシ

申込方法　電話で

詳細　子育て相談ふれあいセンター
　　　(中島保育所内) ☎45‒6246

錆0120‒007‒110
　いじめ、虐待、インターネットを悪用したプ
ライバシー侵害など、子どもの人権についての
悩みごとや心配ごとの相談を電話で受けます。
子どもでも大人でも利用できます。

実施日時　 6 月27日（月）～ 7 月 1 日（金）
　　　　　　　　　　　 8 :30～19:00

　　　　　 7 月 2 日（土）・ 7 月 3 日（日）
　　　　　　　　　　　10:00～17:00
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無料

無料


