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/218 水
10：30

    ～11：30

先着15組
　　　普段使用しているカメラ
　　8月2日から、開設日に電話か直接

定員
用意する物
申込方法

母子健康手帳の交付  直 接

乳幼児健診

４カ月児

１歳６カ月児

３歳児

BCG予防接種

行　　事　　名 対　象　・　内　容 実　施　日 時　間 持ち物 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

就学前までの子どもの計測や相談
赤ちゃんと妊婦の計測や相談

平成25年4月生まれ（個人通知）
計測、診察、育児相談

毎週月～金曜日 妊娠
届出書

800円

無料

8：45～17：00

10：00～11：00

12：30～13：40

12：30～13：50

12：30～13：50

12：45～13：45

12：15～13：15

13：00～14：45

13：15～14：00

平成23年12月生まれ（個人通知）
フッ素塗布(800円)も行います

平成22年7月生まれ（個人通知）
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

1歳未満の赤ちゃん
(標準的には5カ月以上8カ月未満)

母
子
健
康
手
帳

無
　
料

保
健
セ
ン
タ
ー

赤ちゃんと子どものために

予 約

予 約

フッ素塗布

ここまま相談広場  当日直接

当日直接

28日（水）

29日（木）

30日（金）8 日（木）・

７ 日（水）・2 日（金）

23日（金）・20日（火）

30日（金）8 日（木）

りにゅう食教室 12：45～13：45離乳食の話､ 試食､ 親子体操､ 相談予 約

・

2 日（金） 7 日（水）・
20日（火）・23日（金）

26日（月）

　子どもの日常を上手に写真撮影する
コツを学びませんか。
　アドバイスを聞きながら、実際に撮
影してみましょう。

無料カメラ講習会
ベストショットで子どもを写そう

《詳細》健康推進課 ☎45ｰ6610

料金

つどいの広場サンキッズ ☎45-2022
(東町4-20-6 保健センター５階)
開設日　毎週月・水・金曜日
　　　　10:00～16:00

《会場・詳細》

/308 金
10：00

    ～15：00

０歳から中学生までの子どもの親
中島会館集会室（長崎屋中島店横)
　　当日会場で

対象
会場
申込方法

　子育ての悩みを気軽に相談してみませんか。
専門のスタッフが、０歳から中学生までの子育てについて
の相談にお答えします。相談中は、同室で託児も受けます。

無料

買い物途中に気軽に相談を！ 
子育てなんでも相談会

子育て相談ふれあいセンター
(中島保育所内) ☎45-6246《詳細》

《詳細》

　地域でお母さんたちが、自主的
に運営している「子育てサークル」
を各センターで紹介しています。
情報交換や母子の交流に気軽に参
加してみませんか。

無料子育てサークルを紹介します

常盤保育所子育て支援センターらんらん　　☎25-6002
子育て相談ふれあいセンター（中島保育所内）☎45-6246

/208 火
10：00

    ～12：00

１カ月健診を終了している
赤ちゃんとお母さん
先着10組
　1,500円
　　　赤ちゃん用飲み物
　　　ハンドタオル1枚
　　　バスタオル1枚
　　８月１日から13日まで、電話で

対象

定員
受講料
用意する物

申込方法

　赤ちゃんの「寝付きが良くなる」「免疫力
がつく」などといわれるベビーマッサージで、
親子のスキンシップを深めませんか。

赤ちゃんとママのための
ベビーマッサージ講座

《会場・詳細》サンライフ室蘭 ☎55ｰ3040

           登録用メールアドレスに「空メー
ル」を送信すると、登録確認メールが届きま
すので、記載されているホームページアドレ
スから追加情報を登録して完了です。（不審
者メールは追加情報の登録は不要です）

　西胆振６市町（室蘭市、登別市、伊達市、
壮瞥町、洞爺湖町、豊浦町）の生活に密着し
た情報を配信する「西いぶり生活情報メール
配信サービス」をご利用ください。

無料子育て情報をメールで配信中

登録方法

にしいぶり子育てサポート情報
子育てに関するお役立ち情報（月１回配信）
kosodate＠ml.nishi-iburi.jp

《詳細》子育て支援課 ☎25-2494

学校不審者メール（室蘭市の情報）
学校や警察などから寄せられた小・中学生の
不審者被害情報（随時配信）
fushinsya＠ml.nishi-iburi.jp

《詳細》教育委員会指導班 ☎22-5059

子育て
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子育て

/218 水
10：30～11：30

/88 木・30金
13：00～15：00

/98 金
13：30～14：30

おたのしみ映画会なつやすみ

親子遊び 無料

(2012年製作)
どこまでも どこまでも
　ぼくたち いっしょに 進んでいこう

(「銀河鉄道の夜」原作より)

おはなし会
日　　　時 会　場

図書館本館10：30～10：50
図書館本輪西分室10：30～10：50

図書館本輪西分室10：30～10：50

英語のおはなし会
日　　　時 会　場

図書館本館11：00～11：20

《詳細》図書館 ☎22－1658

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

親子読書ふれあい事業
ブックスタート

　３歳までの親子を対象に､１組ごとに読み
聞かせとおすすめの絵本を紹介します。
会場　図書館本館
定員　先着３組程度
申込方法　８月14日まで、電話で

対象　幼児～小学生
会場　図書館本館
申込方法　当日会場で

　絵本を通して、親子の心ふれあう楽しいひと時を応援し
ます。赤ちゃんに、おすすめの絵本と絵本の読み
聞かせをプレゼントします。
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

8月30日(金)は、月末図書整理日のため、休館します。

日(土)3
日(水)7
日(土)17

・おばけの本
・自由研究と工作の本

本館児童室

い
ろ
が
み
び
り
び
り

今月のおすすめ本

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

《会場・申込先・詳細》
常盤保育所子育て支援センターらんらん ☎25-6002

対象 ２､３､４歳児とその親
日時 ９月10・17・24・29日、10月８・22日

(火曜日５回・日曜日１回、全６回）10:00～11:45

　　　　　８月１日から30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・生年月日を記
入し、はがきかファクスで。また、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・生年月日を記入してください。

　今日の家庭は、少子化、核家族化しています。
そこで、親には子育て情報などを提供し、子ど
もには遊びや交流を通して、他の子どもと関わ
り、社会性・人間性を育成する機会を提供しま
す。子育ての心構えのお話や、親子で楽しむリ
ズム運動を行います。日曜日は、お父さんも一
緒に参加を。

会場
定員
料金
申込方法

蘭中児童センター（御前水町1-2-10）
15組
1,000円

図書館本館10：30～10：5024日(土)

18日(日)

おじゃる丸スペシャル
銀河がマロを呼んでいる
　　～ふたりのねがい星～

FAX

2カ月から1歳未満の
赤ちゃんと親
毎週火・木曜日
13:30～15:00

製作遊びや誕生会も行います。
実施日を事前に電話で確認して、
当日会場へ。

対象

日時

０歳児ママのリフレッシュルーム

1歳から就学前までの
子どもと親
毎週月～水･金曜日 9:30～11:30

対象

日時

わくわくルーム

《会場・申込先・詳細》
子育て相談ふれあいセンター(中島保育所内） ☎45-6246

2カ月から1歳未満の
赤ちゃんと親
毎週月・水・木曜日 
13:30～15:00

対象

日時

０歳児ママのリフレッシュルーム

1歳から就学前までの
子どもと親
毎週月～木曜日 10:00～11:45

対象

日時

にこにこルーム

親子で学ぶ
２､３､４歳児と親の家庭教育セミナー

●室蘭駅

★

●
市立室蘭
総合病院

●
市役所

●
武揚小学校

常盤保育所
子育て支援センター

→
母恋

八丁平↑

東室蘭駅↓

★

●長﨑屋
中島店 ●

ヤマダ電機

●製鉄記念
　室蘭病院

子育て相談
ふれあいセンター 水元

→
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