
14広報むろらん 2021年1月

1月の健診・おでかけカレンダー

健康推進課 ☎45-6610    図書館本館☎22-1658
子育て世代包括支援センター「ここらん」☎45-2022
子育て支援センターらんらん(常盤保育所内) ☎25-6002
生涯学習センター「きらん」キッズパーク ☎83-7752
生涯学習センター「きらん」ブックパーク ☎83-7753

《詳細》
図 書 館健康推進

ここらん
らんらん
きらんK
きらんB

健康推進

健康推進

健康推進

健康推進

健康推進

…子どもの健診

日 行　　　　事 詳  細

6㈬

おはなし会
10:30　図書館本館

3歳児健診(個別通知)
12:30　保健センター

6㈬
9㈯

作ってあそぼっ！冬休み特別版～親子で作ろうお正月工作～
「カラフル羽子板」(小学生以下の子どもと保護者)
10:00　生涯学習センター「きらん」キッズパーク

  7㈭
10㈰

作ってあそぼっ！冬休み特別版～親子で作ろうお正月工作～
「うしのパクパク人形」(小学生以下の子どもと保護者)
10:00　生涯学習センター「きらん」キッズパーク

8㈮ 3歳児健診(個別通知)
12:30　保健センター

  8㈮
11㈪

作ってあそぼっ！冬休み特別版～親子で作ろうお正月工作～
「ゆらゆらだるま」(小学生以下の子どもと保護者)
10:00　生涯学習センター「きらん」キッズパーク

9㈯ おはなし会(3歳以上、 先着10人程度)
11:00　生涯学習センター「きらん」ブックパーク

13㈬

4カ月児健診（個別通知）

(絵本や食器をプレゼントします。大きめのバックなどを持参してください。)
12:30　保健センター

おりがみ教室「ししまい」
(小学生以下の子どもと保護者、先着10組程度)
15:15　生涯学習センター「きらん」キッズパーク

18㈪
～20㈬

親子で簡単せいさく　節分製作
　9：30（満1歳～就学前の子どもと保護者）
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）

19㈫
20㈬

1月生まれのバースデーフォトコーナー
(生後6カ月のハーフバースデーコーナーもあります)
10:00、13:30　
            子育て世代包括支援センター「ここらん」

19㈫
21㈭

１歳６カ月児健診(個別通知)
12:30　保健センター

23㈯
おりがみ教室「ししまい」
(小学生以下の子どもと保護者、先着10組程度)
15:15　生涯学習センター「きらん」キッズパーク

26㈫

1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）
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）

26㈫
～28㈭

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

28㈭

4カ月児健診（個別通知）

(絵本や食器をプレゼントします。大きめのバックなどを持参してください。)
12:30　保健センター

当日、 直接会場にお越しください。
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開放日　月～金曜日
　　　　(年末年始、祝日を除く)
開放時間　10：00～12：00
　           13：30～15：30

みんなの広場

《詳細》子育て世代包括支援センター「ここらん」 ☎45-2022

「ここらん」
子育て世代包括支援センター

　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。

らんらんのルームであそぼう

わくわく
ルーム

満1歳～就学前の
子どもと保護者

対　 象ルーム 開放日時（1月)

０歳児
ルーム

満1歳未満の
赤ちゃんと保護者

月・火・木・金曜日
（年末年始、 祝日を除く）

13:30～15:00
月・火・水・金曜日

（年末年始、 祝日を除く）
9:30～11:30

ほかほか
ルーム

満1歳～就学前の
子どもと保護者

16日(土)
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

冬休み特別企画

《会場・詳細》青少年科学館 ☎22-1058

《詳細》図書館 ☎22-1658

月末図書整理による
休館日…1月29日(金) 

当日
直接
当日
直接無料無料

当日
直接
当日
直接無料無料

無料無料

無料無料 無料無料工作

入館料　大人400円、 高校生200円、 65歳以上250円、
　　　　市内居住の中学生以下は無料
プラネタリウム入場料　大人200円、 高校生100円、
　　　　　　　　　　 65歳以上130円、 中学生以下40円

91/ 土

11月～

プラネタリウム操作体験
　プラネタリウムを観覧した後、自分の手で星を動かしたり、
星座の絵を出すなどの操作を行います。科学館の入館料と
プラネタリウム入場料がかかります。
対象　小中学生（保護者同伴可）
時間　11:00～12:00（操作体験は15分程度）
定員　各先着1組（1組2人まで）
申込方法　1月5日から8日まで、 電話で
　　　　　（受付時間10：15～15：30）

科学館 ザ・ラストイヤーイベント

　日替わりで凧などを作り
ます。
時間　①11:15　②14:00
定員　各先着5人

たこ
実験

時間　13:00
定員　各先着6組

対象　中学生以下（就学前の子どもは保護者同伴）
申込方法　当日10:10から、 整理券を配布

　日替わりで液体窒素や静
電気の実験などを行います。
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親子講座 無料無料
　同じくらいの月齢や年齢の子どもが一緒に遊んだり、お母さん同士で交流しながら、子育ての悩みも
相談できます。※再参加はできません。

《詳細》子育て支援課 ☎50-5101

　子育て応援の取り組みを継続して
行う、市民・団体・会社などが登録
できます。
　まち全体で子育てを応援しましょう。

子育て応援団に入りませんか

《会場・詳細》生涯学習センター「きらん」キッズパーク ☎83-7752

当日
直接
当日
直接

当日
直接
当日
直接

対象　小学生以下の子どもと保護者
利用時間　10:00～17:00
入場料　1歳～小学生200円、1歳未満の子ども・子どもに
　　　　同伴の保護者は無料
パスポート　半年…1,200円、 年間…2,000円

2021！キッズパークの
　　　 ハッピーニューイヤー♪
絵馬にお願いごとを書こう　
絵馬に2021年の願い事を書いてキッズパークに飾ります。
日時　1月4日(月)～11日(月) 10:00～16:45
　　　(絵馬は18日まで飾ります)

筆ペンで、書き方にとらわれない 己書 で書き初めします。
対象　小学生
日時　1月9日(土) 11:00～12:00、13:00～14:00 
定員　各先着8人　　料金　100円
申込方法　1月8日まで、 電話で

キッズパークの節分
　節分フォトスポット
日時　1月20日(水)～2月3日(水) 10:00～16:45
　なりきり節分工作
節分にちなんだ工作を日替わりで3種類作ります。

日時　1月27日(水)～2月3日(水) 10:00～16:45

子育てについて
学びませんか？

りにゅう食教室

《詳細》健康推進課 ☎45-6610

　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　1月18日(月) 13:30～14:15 
会場　保健センター 3階　　定員　先着15組
申込方法　1月15日まで、 電話で

無料無料

プールでカヌーの試乗やライフジャケットを着用して浮遊、
簡単なレスキュー法、 ロープワークを行います。
対象　小学1～3年生の子どもと親（2人1組）
日時　2月11日(木) 10:00～12:00
会場　げんき館ペトトル
定員　先着5組　　料金　1組1,500円
申込方法 1月11日から31日まで、電話、または、Ｂ＆Ｇ海
洋センター、入江運動公園温水プール、体育館、げんき館
ペトトルに備え付けの申込書をファクスかメールで

《会場・詳細》生涯学習センター「きらん」キッズパーク ☎83-7752

　　　　同伴の保護者は無料
パスポート　

対象　
日時　

プールでカヌーの試乗やライフジャケットを着用して浮遊、
簡単なレスキュー法、 ロープワークを行います。

2人1組）
10:00～12:00

1組1,500円
1月11日から31日まで、電話、または、Ｂ＆Ｇ海

洋センター、入江運動公園温水プール、体育館、げんき館

親子でカヌー体験＆水辺の安全教室

《詳細》Ｂ＆Ｇ海洋センター ☎26-2082    26-2083
b_g_murorankaiyo@helen.ocn.ne.jp

ベビーマッサージNico

みくにっ子文庫おはなし会 無料

子育て応援団
のお知らせ

毎週月曜日
10:00～18:00

※不定期で土曜日も開室。

※住所などの詳細は、お問い
　合わせください。

幕西分室
(幕西町2-11)

高砂分室
(高砂町1-10-19)

天神分室
(天神町11-3)

水元分室

毎週金曜日
10:00～18:00

毎週木曜日
14:00～16:30
毎週水曜日
15:00～17:00

各分室と開室日時

鉄ン子文庫 無料

　ベビーマッサージ教室です。ママたち
へのヘッドマッサージ付きです。
対象　2カ月以上の赤ちゃんとママ
日時　毎週月曜日 10:00～11:30
会場　中田商会汐見ビル
　　　(東町2-5-12)
定員　各先着6組程度　
料金　1,500円
申込方法　各前日まで、 電話で
　　　林 ☎090-6997-2185

　自宅の一室を開放し、2万冊以上の絵
本や児童書の蔵書、貸し出しを行ってい
ます。おはなし会や読み聞かせ会も開催。
図書館や小学校でもおはなし会を行っ
ています。

　　　同文庫幕西分室☎050-5375-8784

　おはなし『くもの糸』や
パネルシアター『バカな
子ネズミ』、手遊び『パン
屋さん』を行います。
日時　1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）
　　　同教会 ☎22-6086

《会場・詳細》市民活動センター ☎83-7751

己書で書き初め体験幸座
こう ざおのれしょ

対象　平成30年3月～11月に
　　　生まれた子どもと親

0歳児ひよこクラブ
対象 令和２年２月～7月に
        生まれた赤ちゃんと親

１歳児いちごクラブ
対象 平成31年4月～令和元年
       10月に生まれた子どもと親

2歳児ちびっこクラブ

子育て支援センターらんらん
(常盤保育所内)
☎25-6002

会場・詳細

子育て世代包括支援センター
「ここらん」
☎45-2022

1月7日から、
電話または
直接

申込方法
1月8日から、
電話または
直接

1月26日から、
電話または
直接

定員

先着
20組

先着
10組

先着
10組

2月3日・10日・17日
(水曜日、 全3回)
10:00～11:30

家庭児童相談員の講話もあります。

日　　時
2月2日・9日・16日
(火曜日、 全3回)
13:30～15:00

管理栄養士の講話もあります。
2月26日、 3月5日・12日
(金曜日、 全3回)
10:00～11:30

保健師への質問コーナーもあります。


