
広報むろらん 2021年5月 12

《詳細》健康推進課 ☎45-6610

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。

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（5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
（19日・祝日を除く）

9:30～11:30

フッ素塗布5月の 予約予約

会場　保健センター　　料金　800円
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
18日（火）・20日（木）1歳3カ月の子ども

(個別通知)
27日（木）　13:00～14:45
（受付時間13:00、 14:00）

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…無料
　　　　同伴の保護者…無料

こどもの日イベントこどもの日イベントこどもの日イベントこどもの日イベントこどもの日イベントこどもの日イベントこどもの日イベントこどもの日イベントこどもの日イベントこどもの日イベントこどもの日イベントこどもの日イベント

《会場・詳細》生涯学習センター「きらん」キッズパーク ☎83-7752

～世界に一つだけのふんわりこいのぼりを作ろう～

当日
直接
当日
直接

フォトスポットこいのぼり製作

対象 小学生以下の子どもと保護者
日時 5月3日(月)～5日(水)　10：00～16：45

～かわいい花束を作ろう～母の日製作母の日製作母の日製作母の日製作母の日製作母の日製作母の日製作

　花紙を使ったオリジナル
のこいのぼりを作ります。
　各先着20組に、こどもの
日フォトカードをプレゼント
します（10:00～16:00）。

　こどもの日仕様のフォト
スポットを設置します。

　花紙を使ってカーネーションの花束を作ります。
対象 小学生以下の子どもと保護者
日時 5月8日(土)・9日(日)　10：00～16：45

当日
直接
当日
直接

　家庭にある物で楽器を作りましょう。工夫次第でいろい
ろな物がおもちゃになります。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　6月10日(木) 10:00～11:00
定員　先着15組程度
申込方法　5月14日から、電話または直接

たのしくあそぼう！

「身近な物で楽器を作ろう！」

　新聞紙を破いたりして遊びます。同じ年齢くらいの子ど
もと遊んだり、お母さん同士の交流もできます。

らんらんクラブ

対象　1歳～就園前の子どもと保護者
日時　6月16日(水) 10:00～11:30
定員　先着10組程度
申込方法　5月20日から、電話または直接

たのしくあそぼう！

「新聞紙であそぼう！」

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　5月28日(金) 13：30～14：45
会場　保健センター3階　 定員　先着15組
申込方法　5月27日まで、電話で

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

無料無料

対象　就学前の子どもがいる親　 定員　各先着10人
申込方法　5月12日まで、電話、または、住所・氏名・電話番号
　　　　　を記入し、ファクスか郵送で
※定員に満たない場合、②は9月15日、③は令和4年1月19日
　まで受け付けます。

令和4年
1月26日(水)
10:00～11:30

「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

5月19日(水)
10:00～11:30

9月22日(水)
10:00～11:30

《会場・詳細》子育て世代包括支援センター「ここらん」 ☎45-2022

《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

①

②

③

　育児で体が凝り固まっていませんか。親子でできるスト
レッチをしましょう。身近な物を使った手作りのおもちゃや、
お子さんが喜ぶ遊びも紹介します。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　6月22日(火) 13:30～14:30
定員　先着15組程度
申込方法　5月26日から、電話または直接

０歳の親子講座

「親子でできる体操　お家でできる遊び」

　「なかなかうんちが出ない」「いつもうんちが柔らかいか
ら、下痢かどうかわからない」など、うんちについてお話
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　6月9日(水) 13:30～14:30
定員　先着10組程度
申込方法　5月11日から、電話または直接

はじめてママの

「うんちの話
　　～赤ちゃんのうんちどれが正常なの？～」

《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 思２５-６００３ 　051-0014 栄町２-６-１６

　麻しんや風しんは、たびたび流行する感染症で、感染力が
強く、重症になりやすい病気です。妊婦が風しんに感染する
と、赤ちゃんが心臓などの病気になることもあります。免疫
力を高めるために、各期間内にそれぞれ１回ずつ予防接種を
受けましょう。
室蘭・登別の予防接種実施医療機関に直接申し込みを

してください。
対象　1期…生後12カ月～23カ月
　　　2期…就学前の1年間

会場　室蘭・登別の予防接種実施医療機関

　親としての心構えや子育ての方法などを学びます。最新
の子育て情報をお届けし、笑顔の子育てを応援します。

無料無料子育てについて
学びませんか？

マタニティ講座 無料無料

《詳細》健康推進課 ☎45-6610
 　kenkou@city.muroran.lg.jp

　妊娠・出産は、心や体も大きく変化します。赤ちゃんとの生
活のため、親も健やかに過ごすことが大切です。講座はオン
ラインで開催します。
5月のテーマ　「妊娠中の食生活」
　　　　　　「パパとママのメンタルヘルス」

日時　5月21日(金) 14：00～15：00
申込方法 5月19日まで、氏名（フリガナ）・電話番号を記入し、
　　　　　メールで

子どもに麻しん・風しんの
予防接種を受けましょう

（ （平成27年4月2日から平成28
年4月1日生まれの子どもは、
令和4年3月31日までに接種

きらんＢ
きらんＫ

ここらん
らんらん

健康推進
《詳細》
　　　　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

日 行　　　事 詳  細

1㈯
～5㈬

みんなで飾ろう♪ワクワクこいのぼり作り
こいのぼりを作って、ブックパークに飾ろう！
（4歳～小学生、各先着10人程度）
10:30、13:30
������������生涯学習センター「きらん」ブックパーク

きらんＢ

8㈯ おはなし会（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 きらんＢ

10㈪
～12㈬

親子で簡単せいさく　こいのぼり製作
� 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）

らんらん

12㈬

3歳児健診（個別通知）
12:30　保健センター 健康推進

おりがみ教室「いちご」
（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

きらんＫ

14㈮ 3歳児健診（個別通知）
12:30　保健センター 健康推進

17㈪
18㈫

5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フォト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」

ここらん

18㈫ 1歳6カ月児健診（個別通知）
12:30　保健センター 健康推進

19㈬

4カ月児健診（個別通知）
 絵本や食器をプレゼントします。�
 大きめのバッグなどを持参してください。
12:30　保健センター

健康推進

作ってあそぼっ！「ちょうちょう」
（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

きらんＫ

20㈭ 1歳6カ月児健診（個別通知）
12:30　保健センター 健康推進

22㈯
おりがみ教室「いちご」
（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

きらんＫ

25㈫
5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）

らんらん

26㈬
～28㈮

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」 ここらん

29㈯
作ってあそぼっ！「ちょうちょう」
（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

きらんＫ

（ ）

5月の健診・おでかけカレンダー
当日、直接会場にお越しください。

…子どもの健診
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《詳細》健康推進課 ☎45-6610

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。

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（5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
（19日・祝日を除く）

9:30～11:30

フッ素塗布5月の 予約予約

会場　保健センター　　料金　800円
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
18日（火）・20日（木）1歳3カ月の子ども

(個別通知)
27日（木）　13:00～14:45
（受付時間13:00、 14:00）

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…無料
　　　　同伴の保護者…無料

こどもの日イベント

《会場・詳細》生涯学習センター「きらん」キッズパーク ☎83-7752

～世界に一つだけのふんわりこいのぼりを作ろう～

当日
直接
当日
直接

フォトスポットこいのぼり製作

対象 小学生以下の子どもと保護者
日時 5月3日(月)～5日(水)　10：00～16：45

～かわいい花束を作ろう～母の日製作

　花紙を使ったオリジナル
のこいのぼりを作ります。
　各先着20組に、こどもの
日フォトカードをプレゼント
します（10:00～16:00）。

　こどもの日仕様のフォト
スポットを設置します。

　花紙を使ってカーネーションの花束を作ります。
対象 小学生以下の子どもと保護者
日時 5月8日(土)・9日(日)　10：00～16：45

当日
直接
当日
直接

　家庭にある物で楽器を作りましょう。工夫次第でいろい
ろな物がおもちゃになります。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　6月10日(木) 10:00～11:00
定員　先着15組程度
申込方法　5月14日から、電話または直接

たのしくあそぼう！

「身近な物で楽器を作ろう！」

　新聞紙を破いたりして遊びます。同じ年齢くらいの子ど
もと遊んだり、お母さん同士の交流もできます。

らんらんクラブ

対象　1歳～就園前の子どもと保護者
日時　6月16日(水) 10:00～11:30
定員　先着10組程度
申込方法　5月20日から、電話または直接

たのしくあそぼう！

「新聞紙であそぼう！」

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　5月28日(金) 13：30～14：45
会場　保健センター3階　 定員　先着15組
申込方法　5月27日まで、電話で

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

無料無料

対象　就学前の子どもがいる親　 定員　各先着10人
申込方法　5月12日まで、電話、または、住所・氏名・電話番号
　　　　　を記入し、ファクスか郵送で
※定員に満たない場合、②は9月15日、③は令和4年1月19日
　まで受け付けます。

令和4年
1月26日(水)
10:00～11:30

「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

5月19日(水)
10:00～11:30

9月22日(水)
10:00～11:30

《会場・詳細》子育て世代包括支援センター「ここらん」 ☎45-2022

《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

①

②

③

　育児で体が凝り固まっていませんか。親子でできるスト
レッチをしましょう。身近な物を使った手作りのおもちゃや、
お子さんが喜ぶ遊びも紹介します。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　6月22日(火) 13:30～14:30
定員　先着15組程度
申込方法　5月26日から、電話または直接

０歳の親子講座

「親子でできる体操　お家でできる遊び」

　「なかなかうんちが出ない」「いつもうんちが柔らかいか
ら、下痢かどうかわからない」など、うんちについてお話
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　6月9日(水) 13:30～14:30
定員　先着10組程度
申込方法　5月11日から、電話または直接

はじめてママの

「うんちの話
　　～赤ちゃんのうんちどれが正常なの？～」

《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 思２５-６００３ 　051-0014 栄町２-６-１６

　麻しんや風しんは、たびたび流行する感染症で、感染力が
強く、重症になりやすい病気です。妊婦が風しんに感染する
と、赤ちゃんが心臓などの病気になることもあります。免疫
力を高めるために、各期間内にそれぞれ１回ずつ予防接種を
受けましょう。
室蘭・登別の予防接種実施医療機関に直接申し込みを

してください。
対象　1期…生後12カ月～23カ月
　　　2期…就学前の1年間

会場　室蘭・登別の予防接種実施医療機関

　親としての心構えや子育ての方法などを学びます。最新
の子育て情報をお届けし、笑顔の子育てを応援します。

無料無料子育てについて
学びませんか？

マタニティ講座 無料無料

《詳細》健康推進課 ☎45-6610
 　kenkou@city.muroran.lg.jp

　妊娠・出産は、心や体も大きく変化します。赤ちゃんとの生
活のため、親も健やかに過ごすことが大切です。講座はオン
ラインで開催します。
5月のテーマ　「妊娠中の食生活」
　　　　　　「パパとママのメンタルヘルス」

日時　5月21日(金) 14：00～15：00
申込方法 5月19日まで、氏名（フリガナ）・電話番号を記入し、
　　　　　メールで

子どもに麻しん・風しんの
予防接種を受けましょう

（ （平成27年4月2日から平成28
年4月1日生まれの子どもは、
令和4年3月31日までに接種
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　モーターの回転と伝達の仕組みを学びながら、テント
ウムシ型ロボットを組み立てます。
※作製したロボットは持ち帰ることができます。
対象　小学2・3年生
時間　10:30～12:00

てんとうむしロボットを作ろう！
　LEGO®EV3を使ってロボットを作製し、プログラ
ミングやモーター、センサーの仕組みを学びます。
※作製したロボットは持ち帰ることができません。
対象　小学4～6年生
時間　13:30～16:00

ロボブロックでライントレース！
　モーターの回転と伝達の仕組みを学びながら、テント

てんとうむしロボットを作ろう！てんとうむしロボットを作ろう！てんとうむしロボットを作ろう！てんとうむしロボットを作ろう！
　LEGO®EV3を使ってロボットを作製し、プログラ

ロボブロックでライントレース！ロボブロックでライントレース！ロボブロックでライントレース！ロボブロックでライントレース！

ロボットアリーナ体験教室ロボットアリーナ体験教室

定員　各8人（定員超えは抽選）　　申込方法　4月28日12時から5月10日16時まで、ホームページで

無料無料土5/29

《会場・詳細》室蘭工業大学ロボットアリーナ ☎46-5337
　 https://www.muroran-it.ac.jp/robot-arena/

子育て応援団のお知らせ

鉄ン子文庫 無料
　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
（高砂分室を利用する人は�☎44-8490）
にご連絡ください。

詳細　同文庫幕西分室
　　　☎050-5375-8784

八丁平子育てサロン
　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　5月11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）
詳細　同サロン・中川�☎46-2213

おもちゃの修理
　壊れたおもちゃを無料で修理しま
す。部品代がかかることがあります。
日時　5月9日（日）
　　　11:00～15:00
会場　ふれあいサロン
　　　ほっとな～る
　　　（中島町）
詳細　おもちゃの病院「中島」・水木�
　　　☎46-7550

ベビーマッサージNico
　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4組程度　
料金　1,500円
申込方法　各前日まで、電話で
詳細　林�☎090-6997-2185

みくにっ子文庫おはなし会 無料
　おはなし『カチカチ山』やパネルシ
アター『あめふりクマの子』、手遊び『い
も・ニンジン』を行います。
日時　5月16日（日）
　　　9:30～10:00
会場　日本キリスト教会
　　　室蘭教会
　　　（幸町5-15）
詳細　同教会
　　　☎22-6086

育児サークルワニワニクラブ
　親子遊びやボランティアとのふれあ
い交流を楽しみます。昼食を持参して、
直接お越しください。
対象　就園前の子どもと保護者
日時　毎週火・水・木曜日
　　　10:30～13:30
会場　ワニワニクラブ
　　　（ぷらっと。てついち内）
料金　親子1組100円
詳細　吉田�☎090-5223-3969

ママのためのコミュニケーション講座
　全4回、オンラインで開催します。
２回目の今回は「嫁の立場講座～旦那
さんのご家族との関係～」をテーマに、
心地よいパートナーとの関係を意識す
るために、心を楽にするためのポイン
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　5月19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　�5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

詳細　Happy�mama�Belle・髙村
　　　☎090-1302-5116
　　　 hapimama.belle@outlook.jp

幕西分室
（幕西町2-11）

毎週月・土曜日
13:00～18:00

高砂分室
（高砂町1-10-19）

毎週木曜日
14:00～16:30

水元分室
毎週水曜日
15:00～17:00
※�住所などの詳細は、お問い
合わせください。

各分室と開室日時


