
6月の親子おでかけ情報
水族館の催し

七夕展生体展示ババガレイ給餌体験と
魚のふれあい体験

ロボットアリーナ体験教室
大地を揺るがせ！ブルドーザー

《詳細》水族館 ☎27-1638

　7月7日の「七夕」にちなんだ名前の魚「シモフリタナ
バタウオ」「アマノガワテンジクダイ」（予定）などを特別
水槽に展示します。また、短冊に願い事を書いて、笹竹に
飾り付けもできます。

　ニッパーやドライバーなどを使用して、
ブルドーザーのロボットを組み立てます。

小学5・6年生対　  象

6月20日（土） 10:30～12:30日　  時

ロボット対戦！
カブトムシVSクワガタムシ
　カブトムシ型やクワガタムシ型のロボット
を組み立てて、ロボットが動く仕組みを学びます。

小学3～6年生対　  象

6月20日（土） 14:00～16:00日　  時

室蘭工業大学
（参加者には郵送で詳細をお知らせします）

会　  場

各10人（定員を超えた場合は抽選）定　  員

6月10日まで、住所・氏名・学校名・学年・電
話番号・イベント名を記入し、ファクス、
メール、ホームページ、郵送または直接

申込方法

毎週月・水・金曜日、第2・4土曜日（祝日はお休み、月曜日
が祝日の場合は翌日に開設）
10：00～16：00

サンキッズ
開設日時

《詳細》図書館 ☎22-1658

6月30日（火）は、月末図書整理日のため休館します。

無料

6月3日（水） 10:30～10:50日　  時
図書館本館会　  場

6月6日（土）・20日（土） 10:30～10:50日　  時
図書館本輪西分室会　  場

6月16日（火）～18日（木） 11:40～12:00日　  時
図書館輪西分室会　  場

6月10日まで、電話で申込方法

6月17日（水） 10:30～11:30日　  時

先着3組程度定　  員

図書館本館会　  場

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

《会場・詳細》つどいの広場「サンキッズ」 ☎45-2022

1歳から就学前までの子どもとパパ対　  象

6月20日（土）～7月7日（火）期　  間

　水槽内のババガレイに手で給餌できます。また、週
替わりでいろいろな魚に触れることができます。

小学生以下対　  象

6月から10月10日までの
毎週土曜日（雨天中止）　
13:30～14:00

日　  時
9:30～16:30開館時間
高校生以上300円、中学生以下と70歳以上は無料、
年間パスポート1,000円

入 館 料

6月7日（日） 10:00～12:00日　  時

　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
楽しみましょう。当日会場へ。

6月26日（金） 11:00～11:30日　  時

完成した
ロボットは、

持ち帰ることが
できるよ！

　0 歳から就学前までの子どもと親を対象に行う、読み聞か
せボランティア「おはなしやさん」の読み聞かせ会です。
お子さんと一緒に絵本やお話に触れ、楽しみましょう。当
日会場へ。

　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。

図書館の催し

おはなし会

おはなしやさん読み聞かせ会

「サンデーパパ」
おとうさん、あそぼ！

～絵本と
ともだちに～

無料
無料

無料

当日
直接

赤ちゃんライブラリー

《詳細》室蘭工業大学ロボットアリーナ事業推進室 
☎・思46-5337 ra_apply@mmm.muroran-it.ac.jp

050-8585 水元町27-1
http://www.muroran-it.ac.jp/robot-arena/
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予約

無料 当日
直接

無料 予約 無料 当日
直接 無料

無料

当日
直接

当日
直接

母子健康手帳を
忘れずに持って
くるワン

《詳細》図書館 ☎22-1658
11日（木）・24日（水） 13:00～15:00日　  時

1歳3カ月から就学前までの子ども対　  象

①3日（水）・②5日（金）・③16日（火）・④18日（木）
12:15～13:15、⑤26日（金） 13:00～14:45

日　  時

800円料　  金

フッ素塗布

1歳未満の赤ちゃん
（標準的には5カ月以上8カ月未満）

対　  象

11日（木）・24日（水） 
12:50～13:45

日　  時

BCG予防接種

平成27年2月生まれの
赤ちゃん（個人通知）

対　  象

11日（木）・24日（水）
12:30～13:40

日　  時

4カ月児健診 ブックスタート

平成25年10月
生まれの子ども（個人通知）

対　  象

16日（火）・18日（木）
12:30～13:50

日　  時

1歳6カ月児健診

　4カ月児健診を終えた赤ちゃんに、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。

6月
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平成24年5月
生まれの子ども（個人通知）

対　  象

3日（水）・5日（金）
12:30～13:50

日　  時

3歳児健診

親子読書
ふれあい事業

親子で親子で
てあそびうた

♪てあそびうた
♪

1

　道具がなくても親子で簡単にどこででも
すぐにできる、てあそびうたを紹介します。

親子やお友だちと向かい合ってやって
みよう！「めだかのひらき」や「くじ
らのひらき」もあるよ！

今月の
てあそびうた

市ホームページから
動画を視聴できます。
http://www.city.muroran.lg.jp/
main/org1400/koho_teasobi.html

あじのひらき

あじの

両手を合わせて

2 ひらき（が）

開いて①と②を
３回繰り返す

3 しおふいて

再び両手を合わせて

7 ほっ

最後は頬に手の甲をあてて
元気に「ほっ！」

4 ピュ

手を上げる

5 ずんずんちゃ

片手で波を作る

6 ずんずんちゃ

⑤を左右の手で交互に
繰り返す

つづきもあるよ！
左下からホーム
ページを見てね！

あじのひらき　あじのひらき
あじのひらきが　
しおふいて　ピュ
ずんずんちゃ　ずんずんちゃ
ずんずんちゃ　ほっ

●歌詞を覚えよう！●

写真で
動きを
覚えよう !
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サンキッズの開設日は、
月・水・金曜日、第2・4土曜日（祝日はお休み）

10:00～16:00だよ！遊びにきてね！

《会場・詳細》子育て相談ふれあいセンター（中島保育所内） ☎45-6246

《会場・詳細》サンライフ室蘭 ☎55-3040

幼児食のおはなし

パパ・ママ、お子さんの健康は、
楽しい食卓からスタート!!

　管理栄養士さんが、幼児用の食事・おやつ・お弁当
などのメニュー紹介をします。

《会場・詳細》つどいの広場「サンキッズ」 ☎45-2022

就学前までの子どもをもつ親対　  象

6月3日から22日までの開設日に、
電話または直接

申込方法

6月22日（月） 10:30～11:30日　  時

先着10人定　  員

ベビーマッサージ講座

赤ちゃんとママのための

1カ月健診を終了している赤ちゃんとお母さん対　  象

6月1日から19日まで、電話で申込方法

6月26日（金） 14:00～16:00日　  時

先着10組定　  員

1,500円料　  金

　「寝つきがよくなる」「免疫力がつく」といわれて
い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？

　あせも対策と赤ちゃんの肌の “プツプツ” に気が
付いた時の家庭でのケアについてお話しします。

を育むベビースキンケア
～赤ちゃんのあせも対策とホームケア～

6月1日から18日まで、電話で申込方法

6月19日（金） 14:00～15:30日　  時

先着6人定　  員

2カ月～2歳までの子どもをもつ親対　  象

2,500円料　  金

無料

無料

大人気

幼児安全法講習会

りにゅう食教室

いざという時のために

歯科健康教室

お子さんのお口の中は大丈夫？

乳幼児の保護者、育児に関わる仕事や活動を
している人

対　  象

6月1日から18日まで、電話で申込方法

6月20日（土） 10:00～12:00日　  時

先着30人定　  員

252円（教材費）料　  金

　乳幼児の時期に起こりやすいけがの手当てや事故
の予防法、人工呼吸、AEDの使い方などを学びます。

　虫歯やそしゃく機能の低下が健康に与える影響な
どについて、歯科医師さんがお話します。
　また、託児も無料で受けます。申し込み時に予約
してください。

事前に、電話で申込方法

6月5日（金） 10:00～11:30日　  時

先着10組定　  員

0歳から就学前までの子どもと親対　  象

《詳細》健康推進課 ☎45-6610

　簡単なメニューと作り方を紹介します。栄養士・保健
師による子育て相談も受け付けています。

これから離乳食を始める、または初期・
中期食を始めている赤ちゃんのいる人

対　  象

6月9日（火） 13:30～15:00日　  時

保健センター会　  場

6月8日まで、電話で申込方法

無料

6月22日（月）～26日（金） 8:30～19:00
6月27日（土）・28日（日） 10:00～17:00
子どもの人権110番 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
の侵害など、子どもの人権に関する相談を受けています。

　親子のふれあい遊びやママ同士の交流を通して、
楽しみながら子育てができるようお手伝いします。
子育て相談も受け付けています。

親子 講座 0歳児の

ひよこ
クラブ

子どもの相談を
受け付けています

児童手当・特例給付現況届と
子育て世帯臨時特例給付金の
受け付けが始まります

日　  時

《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

平成26年8月から平成27年2月までに
生まれた赤ちゃん（第１子のみ）と親

対　  象

各先着10組　※再参加はできません。定　  員

8日は、管理栄養士さんの講話もあります。

7月1日・8日・15日（水曜日、全３回） 
13:30～15:00

日　  時

6月4日8時45分から、電話で申込方法

《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

平成24年8月から平成25年3月
までに生まれた子どもと親

対　  象

7月10日・17日・24日・31日
（金曜日、全４回） 10:00～11:30

17日は、生涯学習アドバイザーの講話があります。

日　  時

6月12日8時45分から、電話で申込方法

相 談 先

《詳細》健康推進課 ☎45-6610

　子どもの体重などの計測をして成長を確認し、ママ同士
の楽しいおしゃべりをしませんか？子育て相談もできます。

　子育て支援課では、現況届を6月1日（月）から30日（火）
まで、子育て世帯臨時特例給付金の申請を9月1日（火）ま
で受け付けています。（土・日曜日を除く）

ここまま 相談広場

就学前の子どもと親、妊婦さん対　  象
6月19日（金）
10:00～11:00（1歳から就学前までの子ども）
13:15～14:00（1歳未満の赤ちゃんと妊婦さん）

日　  時

保健センター会　  場
当日会場で申込方法

《詳細》子育て支援課 ☎25-2494

《詳細》現況届 : 子育て支援課 ☎25-2494
　　　給付金 : 臨時給付金担当 ☎50-5103
　　　　051-8511　幸町1-2

　児童手当・特例給付を受けている人は、「現況
届」を6月30日までに必ず提出してください。
届け出がない場合、6月分以降の手当が受けら
れなくなります。公務員は勤務先に提出してく
ださい。

児童手当対象児童1人につき3,000円（1回限り）支 給 額

郵送または次の窓口に直接受付方法

母子健康手帳用意する物

《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

平成25年8月から平成26年2月
までに生まれた子どもと親

対　  象

7月1日・8日・15日（水曜日、全３回）
10:00～11:30

8日は、保健師さんに相談もできます。

日　  時

6月5日8時45分から、電話で申込方法

1歳児の

すくすく
クラブ

2歳児の

ちびっこ
クラブ

無料

無料

・デイサービスセンター かなで
　…平成27年3月23日登録
・ホテルサンルート室蘭
　…平成27年4月13日登録

6月10日（水）・17日（水）
6月12日（金）
6月19日（金）

臨時受付会場
10:00～16:00

中島会館
白鳥台会館
中小企業センター

※対象となる人には、6月上旬に現況届と給付金申請書を
発送します。現況届と給付金の申請は、同時に手続きでき
ます。

　赤ちゃんの駅は、おむつ交換や授乳場所、ミルク用のお
湯を提供しています。新たに登録された施設を紹介しま
すので、気軽にご利用ください。

赤ちゃんの駅を紹介します

無料

現況届

　現況届の裏面が子育て世帯臨時特例給付金
の申請書になっています。公務員は勤務先から
申請書が配布されますので、5月31日時点で住
民票のある市区町村に申請してください。

子育て世帯
臨時特例
給付金
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サンキッズの開設日は、
月・水・金曜日、第2・4土曜日（祝日はお休み）

10:00～16:00だよ！遊びにきてね！

《会場・詳細》子育て相談ふれあいセンター（中島保育所内） ☎45-6246

《会場・詳細》サンライフ室蘭 ☎55-3040

幼児食のおはなし

パパ・ママ、お子さんの健康は、
楽しい食卓からスタート!!

　管理栄養士さんが、幼児用の食事・おやつ・お弁当
などのメニュー紹介をします。

《会場・詳細》つどいの広場「サンキッズ」 ☎45-2022

就学前までの子どもをもつ親対　  象

6月3日から22日までの開設日に、
電話または直接

申込方法

6月22日（月） 10:30～11:30日　  時

先着10人定　  員

ベビーマッサージ講座

赤ちゃんとママのための

1カ月健診を終了している赤ちゃんとお母さん対　  象

6月1日から19日まで、電話で申込方法

6月26日（金） 14:00～16:00日　  時

先着10組定　  員

1,500円料　  金

　「寝つきがよくなる」「免疫力がつく」といわれて
い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？

　あせも対策と赤ちゃんの肌の “プツプツ” に気が
付いた時の家庭でのケアについてお話しします。

を育むベビースキンケア
～赤ちゃんのあせも対策とホームケア～

6月1日から18日まで、電話で申込方法

6月19日（金） 14:00～15:30日　  時

先着6人定　  員

2カ月～2歳までの子どもをもつ親対　  象

2,500円料　  金

無料

無料

大人気

幼児安全法講習会

りにゅう食教室

いざという時のために

歯科健康教室

お子さんのお口の中は大丈夫？

乳幼児の保護者、育児に関わる仕事や活動を
している人

対　  象

6月1日から18日まで、電話で申込方法

6月20日（土） 10:00～12:00日　  時

先着30人定　  員

252円（教材費）料　  金

　乳幼児の時期に起こりやすいけがの手当てや事故
の予防法、人工呼吸、AEDの使い方などを学びます。

　虫歯やそしゃく機能の低下が健康に与える影響な
どについて、歯科医師さんがお話します。
　また、託児も無料で受けます。申し込み時に予約
してください。

事前に、電話で申込方法

6月5日（金） 10:00～11:30日　  時

先着10組定　  員

0歳から就学前までの子どもと親対　  象

《詳細》健康推進課 ☎45-6610

　簡単なメニューと作り方を紹介します。栄養士・保健
師による子育て相談も受け付けています。

これから離乳食を始める、または初期・
中期食を始めている赤ちゃんのいる人

対　  象

6月9日（火） 13:30～15:00日　  時

保健センター会　  場

6月8日まで、電話で申込方法

無料

6月22日（月）～26日（金） 8:30～19:00
6月27日（土）・28日（日） 10:00～17:00
子どもの人権110番 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
の侵害など、子どもの人権に関する相談を受けています。

　親子のふれあい遊びやママ同士の交流を通して、
楽しみながら子育てができるようお手伝いします。
子育て相談も受け付けています。

親子 講座 0歳児の

ひよこ
クラブ

子どもの相談を
受け付けています

児童手当・特例給付現況届と
子育て世帯臨時特例給付金の
受け付けが始まります

日　  時

《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

平成26年8月から平成27年2月までに
生まれた赤ちゃん（第１子のみ）と親

対　  象

各先着10組　※再参加はできません。定　  員

8日は、管理栄養士さんの講話もあります。

7月1日・8日・15日（水曜日、全３回） 
13:30～15:00

日　  時

6月4日8時45分から、電話で申込方法

《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

平成24年8月から平成25年3月
までに生まれた子どもと親

対　  象

7月10日・17日・24日・31日
（金曜日、全４回） 10:00～11:30

17日は、生涯学習アドバイザーの講話があります。

日　  時

6月12日8時45分から、電話で申込方法

相 談 先

《詳細》健康推進課 ☎45-6610

　子どもの体重などの計測をして成長を確認し、ママ同士
の楽しいおしゃべりをしませんか？子育て相談もできます。

　子育て支援課では、現況届を6月1日（月）から30日（火）
まで、子育て世帯臨時特例給付金の申請を9月1日（火）ま
で受け付けています。（土・日曜日を除く）

ここまま 相談広場

就学前の子どもと親、妊婦さん対　  象
6月19日（金）
10:00～11:00（1歳から就学前までの子ども）
13:15～14:00（1歳未満の赤ちゃんと妊婦さん）

日　  時

保健センター会　  場
当日会場で申込方法

《詳細》子育て支援課 ☎25-2494

《詳細》現況届 : 子育て支援課 ☎25-2494
　　　給付金 : 臨時給付金担当 ☎50-5103
　　　　051-8511　幸町1-2

　児童手当・特例給付を受けている人は、「現況
届」を6月30日までに必ず提出してください。
届け出がない場合、6月分以降の手当が受けら
れなくなります。公務員は勤務先に提出してく
ださい。

児童手当対象児童1人につき3,000円（1回限り）支 給 額

郵送または次の窓口に直接受付方法

母子健康手帳用意する物

《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

平成25年8月から平成26年2月
までに生まれた子どもと親

対　  象

7月1日・8日・15日（水曜日、全３回）
10:00～11:30

8日は、保健師さんに相談もできます。

日　  時

6月5日8時45分から、電話で申込方法

1歳児の

すくすく
クラブ

2歳児の

ちびっこ
クラブ

無料

無料

・デイサービスセンター かなで
　…平成27年3月23日登録
・ホテルサンルート室蘭
　…平成27年4月13日登録

6月10日（水）・17日（水）
6月12日（金）
6月19日（金）

臨時受付会場
10:00～16:00

中島会館
白鳥台会館
中小企業センター

※対象となる人には、6月上旬に現況届と給付金申請書を
発送します。現況届と給付金の申請は、同時に手続きでき
ます。

　赤ちゃんの駅は、おむつ交換や授乳場所、ミルク用のお
湯を提供しています。新たに登録された施設を紹介しま
すので、気軽にご利用ください。

赤ちゃんの駅を紹介します

無料

現況届

　現況届の裏面が子育て世帯臨時特例給付金
の申請書になっています。公務員は勤務先から
申請書が配布されますので、5月31日時点で住
民票のある市区町村に申請してください。

子育て世帯
臨時特例
給付金
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