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　お子さんと一緒に、絵本やお話に
触れて、楽しみましょう。
対象　０歳から就学前までの子どもと親
申込方法　当日会場で

　共働きの家庭が増え、おじいちゃんや
おばあゃんが孫を預かるなど子育てに関
わる事も多くなりました。
　一方、昔とは子育て事情が変化し、食
事・しつけ面などで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
定員　先着10人程度
申込方法　９月10日まで、電話で

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。

対象　平成23年12月から平成24年6月まで
　　　に生まれた赤ちゃん(第１子のみ)と親
日時　10月16日･23日･30日
 　　　(火曜日､全3回) 13:30～15:00
申込方法　9月7日8時45分から、電話で

０歳児のひよこクラブ

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ー６２４６

対象　平成22年12月から平成23年6月まで
　　　に生まれた子どもと親
日時　10月10日･17日･24日
 　　　(水曜日､全3回) 10:00～11:30
申込方法　9月6日8時45分から、電話で

１歳児のすくすくクラブ

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

対象　平成21年12月から平成22年9月まで
　　　に生まれた子どもと親
日時　10月5日･12日･19日･26日
 　　　(金曜日､全4回) 10:00～11:30
申込方法　9月14日8時45分から、電話で

２歳児のちびっこクラブ

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ー６２４６

/149
11：15～11：45

金

/149
13：30～15：00

金

無料

赤ちゃんと子どものために 《詳細》健康推進課 ☎45ｰ6610

子育て講座

母子健康手帳の交付  直 接

ここまま相談広場  当日直接

乳幼児健診
（個人通知）

予防接種

当日直接

当日直接

４カ月児
（平成24年５月生まれ）

１歳６カ月児
（平成23年１月生まれ）

３歳児
（平成21年８月生まれ）

BCG

フッ素塗布  予 約

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・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
計測や相談事のある就学前までの子ども
計測や相談事のある赤ちゃん・妊婦

健診後BCG接種を行います

毎週月～金曜日 妊娠
届出書

800円

8：45～17：00

10：00～11：00

12：30～13：30

12：30～13：50

12：30～13：50

13：00～14：00

12：15～13：15

13：00～14：45

13：15～14：00
２6日（水）

27日（木）・28日（金）

14日（金）・18日（火）

５日（水）・７日（金）
14日（金）・18日（火）

24日（月）

フッ素塗布（800円）も行います

フッ素塗布（800円）も行います

１歳３カ月から就学前までの
子ども

６カ月未満の赤ちゃん
（４カ月児健診時に行います）

母
子
健
康
手
帳

無
　
料

保
健
セ
ン
タ
ー５日（水）・７日（金）

27日（木）・28日（金）

読み聞かせボランティア
おはなしやさん
読み聞かせ会

祖父母の楽しいおまご育て

　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についてお話しをします。
また、歯磨きのポイント指導と口内の様子をチェックします。
託児も受けます。
対象　１歳から就学前までの子どもと親
定員　先着10組
用意する物　普段使用している歯ブラシ
申込方法　９月３日から21日まで、
　　　　　電話で

/99
10：00～12：00

日

/289
10：00～11：30

金

｢サンデーパパ｣おとうさん、あそぼ！

お子さんのお口の中は大丈夫？
歯科健康教室

無料無料

　いつも忙しいパパ。ときにはお子さん
とゆっくり遊んでみませんか。遊具で遊
んだり、お父さんならではの体を使った遊びを一緒に楽しみ
ましょう。天気が良ければ、外遊びもします。
対象　１歳から就学前までの子どもとお父さん
申込方法　当日会場で

子育て

子育て相談ふれあいセンターの催し
子育て相談ふれあいセンター（中島保育所内)　☎45－6246
※駐車場は、予約制で先着10台です。

《会場・申込先・詳細》
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子育て

　平成24年９月から、生ポリオワクチン
に替わり、不活化ポリオワクチン予防接
種を実施します。

おはなし会
日　　　時 会　場

図書館本館
図書館本輪西分室

5日(水)
8日(土)
11日（火）
～14日（金）

10：30～10：50
10：30～10：50

図書館本館２2日(土) 10：30～10：50

図書館輪西分室11：40～12：00

英語のおはなし会
日　　　時 会　場

図書館本館16日（日） 11：00～11：20

日　時 会　場内　容
ワニワニクラブ
(ぷらっと・てついち内)

９／24 (月) 今、子どもにはぐくみたい
ことは

市民会館10／16 (火) 子どもの教育と親の役割

市民会館11／16 (金)

10:30～12:00

10:30～12:00

10:30～12:00 賢いお母さんになるために

移行による接種の対応

日時と内容

生ポリオ
ワクチンの
接種歴

未接種

１ 回

２ 回

４回必要

３回必要

不　　要

不活化ポリオワクチン
の接種回数

対　象 生後３カ月から７歳６カ月までの、生ポリオ
ワクチン接種が、１回または未接種の乳幼児
と児童

接種時期 平成24年９月から通年

《詳細》図書館 ☎22－1658
9月28日（金）は､月末図書整理日のため､休館します。

おはなし会
　絵本の読み聞かせなどです。
申込方法　当日会場で

赤ちゃんライブラリー
～絵本とともだちに～

無料図書館の催し 無料

無料

親子読書
ふれあい事業
ブックスタート

親子で楽しむ子育て出前セミナー

赤ちゃんとママのためのべビーマッサージ講座

つどいの広場「サンキッズ」からのお知らせ

/279
13：00～15：00
木・28金

289/
金

おはなしやさんの

　読み聞かせ会

　２、３歳児とその親が対象です。いろいろな親子遊びや
集団活動を楽しみ、子育ての心構えなどを学びます。

　３歳までの親子を対象に､１組ごとに読み聞かせと
おすすめ絵本の紹介をします。
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　９月12日まで、電話で

　おすすめ絵本などが入って
いるブックスタートパックを
お渡しして、絵本の読み聞か
せをします。
対象　４カ月児健診を受ける
　　　赤ちゃんと保護者
会場　保健センター３階

《詳細》健康推進課 ☎45ｰ6610

（保健センター5階）　☎45－２０２２

定員　20組
申込方法　９月13日まで、住所・参加者全員の氏名(ふりが
な）・電話番号・子どもの性別と生年月日を記入し、はがきか
ファクスで。６カ月以上の子どもの託児を受けます。希望者は、
該当する子どもの名前を○で囲み、性別と生年月日を記入

　ベビーマッサージで、楽しく親子のスキンシップを深めま
しょう。動きやすい服装で参加してください。
対象　１カ月健診を終了している赤ちゃんとお母さん
日時　９月18日(火) 13:00～15:00
会場　サンライフ室蘭
定員　15組　(定員を超えた場合は抽選）
受講料　1,500円
用意する物　ハンドタオル１枚、バスタオル１枚、赤ちゃん用飲み物
申込方法　９月11日まで、電話で

開館日時　毎週 月・水・金曜日
　　　　　10:00～16:00
９月17日(月)は、敬老の日のため
お休みです。そのため、翌日の
９月18日(火)に臨時開館します。

当日会場へ
11:00～11:30

FAX《詳細》生涯学習課 ☎22-5075　22-6602
〒051-8511幸町1-2

《詳細》サンライフ室蘭 ☎55-3040

ポリオワクチンの予防接種が始まります 無料

/199 水
10：30～11：30

医療機関名 電　話住　所

24-1331

44-3690

43-2640

46-3200

44-4650

41-0088

46-4103

55-1212

59-2551

日鋼記念病院

上田病院

いな川こどもクリニック

かみしま医院

製鉄記念室蘭病院

はざま小児科クリニック

高砂産科婦人科クリニック

本輪西ファミリークリニック

白鳥台医院

新富町1-5-13

東町2-24-6

寿町1-5-14

中島町3-20-12

知利別町1-45

宮の森町4-12-18

高砂町2-21-14

本輪西町3-36-9

白鳥台5-3-14

実施医療機関
各医療機関にお問い合わせの上、接種してください。
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