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健康推進

3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

…子どもの健診

日 行　　　　事 詳  細

3㈬

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

4㈭

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

5㈮ 3歳児健診(個別通知)
12:30　保健センター

8㈪
～10㈬

親子で簡単せいさく　お花の風車製作
　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）

10㈬
おりがみ教室「おにぎり」
(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

13㈯ おはなし会(先着10人)
11:00　生涯学習センター「きらん」ブックパーク

16㈫ １歳６カ月児健診(個別通知)
12:30　保健センター

16㈫
17㈬

3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」

17㈬
作ってあそぼっ！「でんでんだいこ」
（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㈭ １歳６カ月児健診(個別通知)
12:30　保健センター

20㈯
おりがみ教室「おにぎり」
(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

21㈰ 英語のおはなし会
11:15　図書館本館

23㈫

3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）

24㈬

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

24㈬
～26㈮

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」

27㈯
作ってあそぼっ！「でんでんだいこ」
（小学生以下の子どもと保護者、 各先着10組程度）
15:15　生涯学習センター「きらん」キッズパーク

当日、 直接会場にお越しください。
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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（3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
13:30～15:00

月・火・水曜日、 4日(木)・
11日(木)・19日(金)・26日(金)

（31日を除く）
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

開放日　月～金曜日
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。

《詳細》図書館 ☎22-1658
本館は３月31日（水）まで
開館します。

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～めざせ！おいしい！
　　スイーツつくり隊！！！

　ホワイトデーに、大好きな人へ読み物に出てくるカップ
ケーキを作りましょう。
対象　4歳～小学6年生の男子（小学2年生以下は保護者同伴)
日時　3月14日(日) 13:30～15:00
会場　生涯学習センター「きらん」　　定員　先着8人
申込方法　3月1日から、ブックパーク窓口で

男子
限定！

《詳細》生涯学習センター「きらん」ブックパーク ☎83-7753

　ヨットの体験をプールで行います。 水辺で安全に活動できる
よう救助法を学びます。 泳げなくても参加できます。
対象　ヨットが初心者の小学生
日時 4月24日(土) 10:00～12:00
会場　げんき館ペトトル　　定員　先着15人
料金　1,000円
申込方法 3月1日から4月18日まで、 電話、 または、 B&G海
洋センター、 体育館、 入江運動公園温水プール、 げんき館ペ
トトルに備え付けの申込書をファクス、 メールか直接

プールで小型ヨット            体験会(オプティミスト)

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

　ホワイトデーに、大好きな人へ読み物に出てくるカップ

よみものにでてくる夢色クッキング

※各分室は3月20日(土)・
　31日(水)は、 休館します。
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室工大サイエンススクール

　硬い材料で物質をはさむことにより高い圧力を発生させ、 日常生活で
は見られない「あたたかい氷」などを作る実験を行い、 高圧力と物質につ
いて学びます。 Zoomを使いオンラインで行います。
対象　小学5・6年生
日時 3月20日(土)　9:30～15:25
定員 20人
申込方法 3月9日17時まで、ホームページの申込フォー
ム、または、住所・氏名・性別・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、郵送か直接
《詳細》室蘭工業大学総務広報課 ☎46-5016　 46-5032
chiiki@mmm.muroran-it.ac.jp 050-8585 水元町27-1
https://www.muroran-it.ac.jp/guidance/r_so/ss_mit.html

体験
  しよう！！
体験
  しよう！！

室工大サイエンススクール

　硬い材料で物質をはさむことにより高い圧力を発生させ、 日常生活で
は見られない「あたたかい氷」などを作る実験を行い、 高圧力と物質につ
いて学びます。 Zoomを使いオンラインで行います。

体体体体体体体体体験験験験験験
      しししししししししよよよよよよよよよううううううううう！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！

未来を変える夢の新材料と
 不思議な超高圧の世界

未来を変える夢の新材料と
 不思議な超高圧の世界 無料無料 無料無料

《詳細》室蘭工業大学ロボットアリーナ
☎46-5337

簡単なゲームデータをUSB
メモリに入れて送付します。
レベルに応じたプログラミング
体験ができます。作り方はホー
ムページに掲載します。

ロボットアリーナ体験教室

対象　小学生
送付数　20個（送付数超えは抽選）
申込方法　3月1日11時から10日
17時まで、ホームページで

おうちで作ろうパソコンゲーム！
～シューティングゲーム編～

《詳細》健康推進課 ☎45-6610

りにゅう食教室
　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　3月9日(火) 13:30～14:15
会場　保健センター 3階
定員　先着15組 
申込方法　3月8日まで、 電話で

子育てについて学びませんか？

講講 座座

無料無料

無料無料親子講座

　お風呂上がりなどに行う赤ちゃんの肌のケア
や、湿疹が出たときの対処法などをお話ししま
す。ママたちが気になっていることのお話や、
ママのためのストレッチ、赤ちゃんとできるふれ
あい遊びもあります。希望する人は個別相談や、
身長・体重測定ができます。

ころころクラブ

対象　生後4カ月までの赤ちゃんと保護者
日時　4月14日(水)  13:30～14:30
定員　先着10組程度
申込方法　3月12日から、 電話または直接

《会場・詳細》子育て世代包括支援センター「ここらん」 ☎45-2022

はじめてママの

　子どもの手型を取って、記念の
カードを作ります。子どもの写真を
持参し、一緒に貼ることもできます。
また、赤ちゃんとできるふれあい遊
びもあります。

ぴよぴよクラブ

対象　0歳の赤ちゃんと保護者
日時　4月20日(火)  13:30～14:30
定員　先着15組程度
申込方法　3月19日から、 電話または
             直接

０歳の親子講座

ここらんクラブ
たのしくあそぼう！

　新聞紙を破いたりして遊びま
す。子どもとできるふれあい遊
びやダンスも行います。

対象　1歳～就園前の子どもと
         保護者
日時　4月8日(木)
　　　10:00～11:00
定員　先着15組程度
申込方法　3月8日から、 
　　　　 電話または直接

https://www.muroran-it.ac.jp/robot-arena/

「スキンケアの話（湿疹の手当て）」 「手型をとってカードを作ろう！」 「新聞紙であそぼう！」

　大型積み木やトランポリンなどを使って、いろいろ
な動きに挑戦しましょう。同じくらいの年齢の子ども
が一緒に遊んだり、お母さん同士で交流できます。
対象　1歳～就園前の子どもと保護者
日時　4月14日(水)  10:00～11:30
定員　先着10組程度
申込方法　3月15日から、電話または直接

らんらんクラブたのしくあそぼう！
「色々な遊具で体を動かしてあそぼう！」

《会場・詳細》子育て支援センターらんらん（常盤保育所内）
                ☎25-6002
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《詳細》子育て支援課 ☎25-2494

児童扶養手当をご存知ですか
ひとり親家庭 の皆さんへ

　児童扶養手当とは、 離婚や死亡などによるひとり親
家庭や、 父母に代わって児童を養育している人、 そのほか父または母に児童扶養手当法に定める程度の障がいがある人の家庭生活の安定と自立を促進し、 子どもの
福祉の増進を図るために支給される手当です。

18歳に達してから最初の3月31日までの子ども、および政
令で定める程度の障がいのある20歳未満の子どもを養育・
監護している人は、手当の対象となる可能性があります。

○

○

○

○

支給には本人やご家族の所得制限がありますので、詳細はお
問い合わせください。

公的年金を受給している場合などは、手当の全部または一部
が支給停止となることがあります。

申請した翌月分からの支給となりますので、早めに相談して
ください。

　児童扶養手当とは、 離婚や死亡などによるひとり親
家庭や、父母に代わって児童を養育している人、その
ほか父または母に児童扶養手当法に定める程度の障が
いがある人の家庭生活の安定と自立を促進し、子ども
の福祉の増進を図るために支給される手当です。

《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

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

対象　母子家庭の母と子、 寡婦
日時　4月1日(木)～令和4年3月
　　　(毎月第1・3木曜日)
　　　17:30～19:15
会場　ハートセンタービル
定員　先着30人
料金　月額300円
　　　(別途、教材費が必要)
　　　子どもの受講料・教材費は無料
申込方法　電話、 または、 住所・母と
子の氏名と年齢・電話番号を記入し、
郵送で
　　　室蘭母子福祉会 ☎84-8730
　　　　050-0083 東町2-3-3
　　　ハートセンタービル

　室蘭子ども劇場の事務所を無料で開
放します。おもちゃなども用意してあ
り、一度に５組程度遊
べます。会員以外の人
も利用できます。気軽
にお越しください。
対象　就学前の子どもと保護者
日時　毎週水曜日 10:30～12:30
会場　室蘭子ども劇場
         (みゆき町2-6-2)

　親子で会員になり、舞台鑑賞や遊び
を楽しむ子育ての会です。
対象　高校生以下の子どもと保護者
料金　入会時に1人2,600円

　　　3歳以下は無料
　　　室蘭子ども劇場 ☎43-3790

　おはなし『たにし長者』やパネルシ
アター『モーっていったのだあれ？』、
人形劇『インディアン』を行います。
日時　3月21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

　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。
※現在、新型コロナウイルス感染症対
　策のため、入室者数を制限していま
　す。利用する人は、事前に幕西分室

　にご連絡ください。
　　　

　　　

ベビーマッサージNico

みくにっ子文庫 おはなし会 無料

母と子の教養講座「生け花」

子育て応援団
のお知らせ

舞台鑑賞を楽しもう会員募集

室蘭子ども劇場事務所

「きばらし場」を開放します 無料

入会金200円、
会費月額1,200円×2カ月分（ （

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

同文庫幕西分室
☎050-5375-8784

　(高砂分室を利用する人は ☎44-8490)
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室工大サイエンススクール

　硬い材料で物質をはさむことにより高い圧力を発生させ、 日常生活で
は見られない「あたたかい氷」などを作る実験を行い、 高圧力と物質につ
いて学びます。 Zoomを使いオンラインで行います。
対象　小学5・6年生
日時 3月20日(土)　9:30～15:25
定員 20人
申込方法 3月9日17時まで、ホームページの申込フォー
ム、または、住所・氏名・性別・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、郵送か直接
《詳細》室蘭工業大学総務広報課 ☎46-5016　 46-5032
chiiki@mmm.muroran-it.ac.jp 050-8585 水元町27-1
https://www.muroran-it.ac.jp/guidance/r_so/ss_mit.html

体験
  しよう！！
体験
  しよう！！

未来を変える夢の新材料と
 不思議な超高圧の世界

未来を変える夢の新材料と
 不思議な超高圧の世界 無料無料 無料無料

《詳細》室蘭工業大学ロボットアリーナ
☎46-5337

簡単なゲームデータをUSB
メモリに入れて送付します。
レベルに応じたプログラミング
体験ができます。作り方はホー
ムページに掲載します。

ロボットアリーナ体験教室

対象　小学生
送付数　20個（送付数超えは抽選）
申込方法　3月1日11時から10日
17時まで、ホームページで

おうちで作ろうパソコンゲーム！
～シューティングゲーム編～

《詳細》健康推進課 ☎45-6610

りにゅう食教室
　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　3月9日(火) 13:30～14:15
会場　保健センター 3階
定員　先着15組 
申込方法　3月8日まで、 電話で

子育てについて学びませんか？

講 座

無料無料

無料無料親子講座

　お風呂上がりなどに行う赤ちゃんの肌のケア
や、湿疹が出たときの対処法などをお話ししま
す。ママたちが気になっていることのお話や、
ママのためのストレッチ、赤ちゃんとできるふれ
あい遊びもあります。希望する人は個別相談や、
身長・体重測定ができます。

ころころクラブ

対象　生後4カ月までの赤ちゃんと保護者
日時　4月14日(水)  13:30～14:30
定員　先着10組程度
申込方法　3月12日から、 電話または直接

《会場・詳細》子育て世代包括支援センター「ここらん」 ☎45-2022

はじめてママの

　子どもの手型を取って、記念の
カードを作ります。子どもの写真を
持参し、一緒に貼ることもできます。
また、赤ちゃんとできるふれあい遊
びもあります。

ぴよぴよクラブ

対象　0歳の赤ちゃんと保護者
日時　4月20日(火)  13:30～14:30
定員　先着15組程度
申込方法　3月19日から、 電話または
             直接

０歳の親子講座

ここらんクラブ
たのしくあそぼう！

　新聞紙を破いたりして遊びま
す。子どもとできるふれあい遊
びやダンスも行います。

対象　1歳～就園前の子どもと
         保護者
日時　4月8日(木)
　　　10:00～11:00
定員　先着15組程度
申込方法　3月8日から、 
　　　　 電話または直接

https://www.muroran-it.ac.jp/robot-arena/

「スキンケアの話（湿疹の手当て）」 「手型をとってカードを作ろう！」 「新聞紙であそぼう！」

　大型積み木やトランポリンなどを使って、いろいろ
な動きに挑戦しましょう。同じくらいの年齢の子ども
が一緒に遊んだり、お母さん同士で交流できます。
対象　1歳～就園前の子どもと保護者
日時　4月14日(水)  10:00～11:30
定員　先着10組程度
申込方法　3月15日から、電話または直接

らんらんクラブたのしくあそぼう！
「色々な遊具で体を動かしてあそぼう！」

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

広報むろらん 2021年3月19

《詳細》子育て支援課 ☎25-2494

児童扶養手当をご存知ですか
ひとり親家庭 の皆さんへ

　児童扶養手当とは、 離婚や死亡などによるひとり親
家庭や、 父母に代わって児童を養育している人、 そのほか父または母に児童扶養手当法に定める程度の障がいがある人の家庭生活の安定と自立を促進し、 子どもの
福祉の増進を図るために支給される手当です。

18歳に達してから最初の3月31日までの子ども、および政
令で定める程度の障がいのある20歳未満の子どもを養育・
監護している人は、手当の対象となる可能性があります。

○

○

○

○

支給には本人やご家族の所得制限がありますので、詳細はお
問い合わせください。

公的年金を受給している場合などは、手当の全部または一部
が支給停止となることがあります。

申請した翌月分からの支給となりますので、早めに相談して
ください。

　児童扶養手当とは、 離婚や死亡などによるひとり親
家庭や、父母に代わって児童を養育している人、その
ほか父または母に児童扶養手当法に定める程度の障が
いがある人の家庭生活の安定と自立を促進し、子ども
の福祉の増進を図るために支給される手当です。

《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

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

対象　母子家庭の母と子、 寡婦
日時　4月1日(木)～令和4年3月
　　　(毎月第1・3木曜日)
　　　17:30～19:15
会場　ハートセンタービル
定員　先着30人
料金　月額300円
　　　(別途、教材費が必要)
　　　子どもの受講料・教材費は無料
申込方法　電話、 または、 住所・母と
子の氏名と年齢・電話番号を記入し、
郵送で
　　　室蘭母子福祉会 ☎84-8730
　　　　050-0083 東町2-3-3
　　　ハートセンタービル

　室蘭子ども劇場の事務所を無料で開
放します。おもちゃなども用意してあ
り、一度に５組程度遊
べます。会員以外の人
も利用できます。気軽
にお越しください。
対象　就学前の子どもと保護者
日時　毎週水曜日 10:30～12:30
会場　室蘭子ども劇場
         (みゆき町2-6-2)

　親子で会員になり、舞台鑑賞や遊び
を楽しむ子育ての会です。
対象　高校生以下の子どもと保護者
料金　入会時に1人2,600円

　　　3歳以下は無料
　　　室蘭子ども劇場 ☎43-3790

　おはなし『たにし長者』やパネルシ
アター『モーっていったのだあれ？』、
人形劇『インディアン』を行います。
日時　3月21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

　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。
※現在、新型コロナウイルス感染症対
　策のため、入室者数を制限していま
　す。利用する人は、事前に幕西分室

　にご連絡ください。
　　　

　　　

ベビーマッサージNico

みくにっ子文庫 おはなし会 無料

母と子の教養講座「生け花」
母子家庭の母と子、 寡婦
4月1日(木)～令和4年3月

3木曜日)
　　　17:30～19:15

ハートセンタービル

　　　(別途、教材費が必要)
　　　子どもの受講料・教材費は無料

電話、 または、 住所・母と

料金

　　　3歳以下は無料

　おはなし『たにし長者』やパネルシ
アター『モーっていったのだあれ？』、
人形劇『インディアン』を行います。

みく

子育て応援団
のお知らせ

舞台鑑賞を楽しもう会員募集

室蘭子ども劇場事務所

「きばらし場」を開放します 無料

入会金200円、
会費月額1,200円×2カ月分（ （

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

同文庫幕西分室
☎050-5375-8784

　(高砂分室を利用する人は ☎44-8490)


