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4月の健診・おでかけカレンダー

健康推進課 ☎45-6610 
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
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…子どもの健診

日 行　　　　事 詳  細

7㈬

3歳児健診(個別通知)
12:30　保健センター

おりがみ教室「チューリップ」
(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

8㈭

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

9㈮ 3歳児健診(個別通知)
12:30　保健センター

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

13㈫ １歳６カ月児健診(個別通知)
12:30　保健センター

14㈬
作ってあそぼっ！「イースター工作」
（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

15㈭ １歳６カ月児健診(個別通知)
12:30　保健センター

15㈭
16㈮

4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㈯
おりがみ教室「チューリップ」
(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

19㈪
～21㈬

親子で簡単せいさく
　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）

21㈬
～23㈮

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

24㈯
作ってあそぼっ！「イースター工作」
（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

25㈰
アップルおはなし会
(英語の絵本の読み聞かせと歌、先着10組程度)
11:00　生涯学習センター「きらん」ブックパーク

27㈫

4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）

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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28㈬

《詳細》健康推進課 ☎45-6610

妊婦さんを対象に、母子健康手帳・妊娠一般健康診査受
診票・新生児聴覚検査受診票の交付や、保健師・栄養士に
よる健康相談を行います。保健センターに
直接お越しください。
　代理人や郵送による申請の場合は、お問
い合わせください。
日時　月～金曜日（祝日を除く） 8:45～17:00
用意する物　妊娠届出書、本人確認書類（マイナンバーと
　　　　　 身元の確認ができる書類）

母子健康手帳を交付しています

開放日　月～金曜日(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。

《詳細》図書館輪西分室 ☎45-6947
　　 図書館本輪西分室 ☎55-8340
　　 図書館白鳥台分室 ☎59-1299
　　 生涯学習センター「きらん」ブックパーク ☎83-7753

•月末図書整理による休館日…4月30日(金)
•各分室は月曜日、 祝日休館

当日
直接
当日
直接無料無料

らんらんのルームであそぼう

わくわく
ルーム

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

０歳児
ルーム

当日
直接
当日
直接無料無料

満1歳～就学前の
子どもと保護者

対　　象 開放日時（4月)

満1歳未満の
赤ちゃんと保護者

月・火・木・金曜日
（祝日を除く）
13:30～15:00

月・火・水・金曜日
（14日を除く）
9:30～11:30

フッ素塗布4月の 予約予約

会場　保健センター
料金　800円
用意する物　母子健康手帳、 バスタオル
申込方法　事前に電話で　※人数制限があります。

対　　象 日　　時

1歳3カ月～就学前の子ども

12:15～13:15
13日(火)・15日(木)・22日(木)1歳3カ月の子ども

(個別通知)

22日(木)　13:00～14:45
（受付時間13:00、 14:00）
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　大型の積み木やトランポリンなどで、いろいろな動きに
挑戦しましょう。室内なので、転んでも痛くありません。
子どもとできるふれあい遊びやダンスも行います。

ここらんクラブ

対象　1歳～就園前の子どもと保護者
日時　5月13日(木)  10:00～11:00
定員　先着15組程度
申込方法　4月9日から、 電話または直接

たのしくあそぼう！

「いろいろな遊具で体を動かしてあそぼう！」

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　4月27日(火) 13:30～14:45 
会場　保健センター 3階　　定員　先着15組
申込方法　4月26日まで、 電話で

　親としての心構えや子育ての方法などを学びます。情報
提供や意見の交流など、笑顔の子育てを応援します。
　託児 (各先着15人) も無料で受けます。

地域子育てセミナー(幼児を持つ親編)

無料無料

無料無料 無料無料

無料無料

無料無料

対象　就学前の子どもがいる親
定員　各先着20人
申込方法　4月21日まで、 電話、 または、 住所・氏名・電話
番号・託児の有無 （託児を希望する場合は、 子どもの名前・
年齢） を記入し、 ファクスか郵送で
※定員に満たない場合、 第２回は6月23日、 第３回は8月18
　日まで受け付けます。

8月25日(水)
10:00～11:00

「すこやか子育てのポイント」
子どもを育てる4つの種、 子育て
で大切なことなど

日　時 学習テーマと内容
「今、子どもに育みたいこと」
子どもの発達について、 ほめ方や
しかり方など
「子どもの教育と親の役割」
心と体を育てるために大切なこと、
イヤイヤ期の対応など

4月28日(水)
10:00～11:00

6月30日(水)
10:00～11:00

《会場・詳細》子育て世代包括支援センター「ここらん」 ☎・  45-2022　  050-0083 東町4-20-6

利用時間　10:00～17:00　   パスポート　半年…1,200円、 年間…2,000円
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 

キッズパークに春が来た♪～桜イースター～

《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
直接壁面製作

　桜の花に顔を描いてキッズ
パークに飾ります。
対象　小学生以下の子どもと
　　　保護者
日時　4月1日(木)～25日(日) 
　　　10:00～16:45

当日
直接
当日
直接ねぞうアート

　イースターにちなんだ寝相
アートを設置します。
対象　2歳以下の子どもと
　　 保護者
日時　4月21日(水)～28日(水) 
　　　10:00～13:00

　春をテーマに、子どもの手形をかわいいアートに
します。(完成品は、後日お渡しします)
対象　2歳以下の子どもと保護者
日時　4月15日(木)・16日(金)  10:00
定員　各先着10組
申込方法　4月1日から、 電話または直接

手形でアート

第
１
回

第
２
回

第
３
回

　離乳食の後期から完了期についての講座です。食材の
大きさや味付け、どうやって離乳食を進めていけばよいの
か、進めたいけれどうまくいかないなど、いろいろな悩み
を解消しましょう。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　5月25日(火)  13:30～14:30
定員　先着15組程度
申込方法 4月21日から、 電話または直接

０歳の親子講座

「離乳食のお話」

　「抱っこしていないと泣く」「寝たと思ってもすぐに起きて
しまう」などの、ママの困りごとについてお話しします。
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　5月10日(月)  13:30～14:30
定員　先着10組程度
申込方法　4月15日から、 電話または直接

はじめてママの

「抱っこと眠りの話～何で泣くの？～」
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妖怪たちの住む「かくれ山」に迷い
込んだ弱気な少年ナオが、捕らえられ
た子どもたちを救うため、困難に立ち
向かう冒険劇です。
対象　高校生以下の子どもと保護者
日時　4月23日(金)　18:30～19:40
　　 （開場18:10）
会場　市民会館
料金　1人2,600円

　　　3歳以下は無料

　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。
　　　室蘭子ども劇場 ☎43-3790

　おはなし『マーシャとくま』やパネ
ルシアター『卵の中にかくれんぼ』
手遊び『卵をポンとわりまして』を行
います。
日時　4月18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　先着4組程度　
料金　1,500円
申込方法　前日まで、電話で
　　　林 ☎090-6997-2185

　親子遊びをして昼食を食べます。
対象　就学前の子どもと親
日時　4月13日(火) 10:00～12:00
会場　八丁平第一町会会館
　　　(八丁平3-33-1)
料金　1組100円（昼食代）
　　　同サロン・中川 ☎46-2213

　全4回、オンラインで開催します。
今回は「妻と夫のコミュニケーション
講座～旦那さんとうまく付き合って
る？～」をテーマに、望む夫婦像に近
づくため、2人がうまく暮らしていく
ポイントを紹介します。
　また、希望者には、助産師による母
乳・育児・性教育などの個別相談
（60分間）も、後日オンラインで行い
ます。
対象　妊娠または子育て中のママ
日時　4月21日(水) 10:00～11:00　
定員　先着6人
料金　各3,000円（受講日3日前から
　　　キャンセル料がかかります)
申込方法　4月1日から18日まで、電
話、または、氏名（フリガナ）・電話
番号をメールで
　　　Happy mama Belle・髙村
　　　☎090-1302-5116
　　　　hapimama.belle@outlook.jp

　　　同サロン・中川 ☎46-2213


