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《詳細》健康推進課 ☎45-6610

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

ここらん「みんなの広場」に
個別相談室ができました

《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

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

満1歳～就学前の
子どもと保護者

対　　象 開放日時（6月)

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・金曜日
（16日を除く）
9:30～11:30

フッ素塗布6月の

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カ月の子ども（個別通知）
1歳4カ月～就学前の子ども

12:15～13:15
15日（火）・17日（木）1歳3カ月の子ども

(個別通知)

24日（木）　13:00～14:45
（受付時間13:00、 14:00）

デコBOXライブラリーデコBOXライブラリーデコBOXライブラリーデコBOXライブラリーデコBOXライブラリーデコBOXライブラリーデコBOXライブラリーデコBOXライブラリーデコBOXライブラリーデコBOXライブラリーデコBOXライブラリーデコBOXライブラリーデコBOXライブラリー

《詳細》生涯学習センター「きらん」ブックパーク ☎83-7753

～ぼくもわたしもBOXとしょかんちょう!～

対象　小学生　　日時　6月26日（土）　13:30～15:00
会場　生涯学習センター「きらん」ブックパーク、
　　　2階多目的室
定員　先着16人
申込方法　6月1日から、ブックパーク窓口で

日時　月～金曜日（祝日を除く）　9:30～16:00
申込方法　事前に電話で

　自分だけのひとはこ図書館を作ります。好きな本やおす
すめの本を事前に10～20冊程度選び、としょかんBOXを
飾りつけて展示タワーに設置します。

　新型コロナウイルス感染拡大防止やプライバシーを確保
するために、アクリル板の設置などをしています。睡眠や
授乳、離乳食、食事、排泄、発育、発達、遊び方、育児
方法などの子育てに関する相談を受け付けます。

無料無料

当日
直接
当日
直接

無料無料 当日
直接
当日
直接

予約予約

無料無料

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� 図書館☎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

日 行　　　事 詳  細

6㈰
サンデーパパ　おとうさん、あそぼ
（満1歳～就学前の子どもとお父さん）
10:00　子育て支援センターらんらん（常盤保育所内）

らんらん

12㈯

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 きらんＢ

おりがみ教室「かさ」
（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

15㈫

6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」

ここらん

1歳6カ月児健診（個別通知）
12:30　保健センター 健康推進

15㈫
～17㈭

おはなし会
11:30　図書館輪西分室 図 書 館

16㈬

6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」

ここらん

作ってあそぼっ!「かえる」
（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

17㈭ 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㈯
20㈰

父の日製作～素敵なバラの花束を作ろう～
（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

きらんＫ

21㈪
～23㈬

親子で簡単せいさく「かたつむり」
 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

23㈬

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

おりがみ教室「かさ」
（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

23㈬
～25㈮

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」 ここらん

26㈯
作ってあそぼっ!「かえる」
（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

27㈰
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

きらんＢ

29㈫
6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

（� ）

図 書 館

6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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ここらんクラブ

対象　1歳～就園前の子どもと保護者
日時　7月8日(木) 10:00～11:00　 定員　先着15組程度
申込方法　6月11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!」

　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。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　7月14日(水) 10:00～11:30
定員　先着10組程度
申込方法　6月17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!」

りにゅう食教室

《会場・詳細》子育て世代包括支援センター「ここらん」 ☎45-2022

《詳細》健康推進課 ☎45-6610

《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

ぴよぴよクラブ

対象　0歳の赤ちゃんと保護者
日時　7月20日(火) 13:30～14:30
定員　先着15組程度
申込方法　6月23日から、電話または直接

０歳の親子講座

「手型をとってカードを作ろう!」

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　7月9日(金) 13:30～14:30　  定員　先着10組程度
申込方法　6月10日から、電話または直接

はじめてママの

「スキンケアの話(湿疹の手当)」

絵本の読み聞かせやふれあい遊び、オイルを使ったベ
ビーマッサージを行います。
対象　生後2カ月以上の子どもとママ(きょうだい同伴可)
日時　6月14日～9月(月曜日、毎月3回) 10:00～11:30
会場　体育館　　定員　先着20人
料金　月額3,000円(会場使用料を含む、別途保険は任意
で申し込み)
申込方法 6月8日まで、ホームページ、または、体育館、
入江運動公園陸上競技場・温水プール、げんき館ペトトル
に備え付けの申込書を体育館に直接

子育てについて
学びませんか？

　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　6月25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 6月24日まで、電話で

無料無料

無料無料

無料無料

無料無料

マタニティ講座

《詳細》スポーツ協会 ☎44-7521 　050-0073宮の森町4-1-43
http://murotaikyo.sakura.ne.jp/taikyo/index.html

　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。
6月のテーマ　「妊産婦の歯科講話」「ブラッシング指導」
日時　6月16日(水) 14：00～15：00
会場　保健センター4階
申込方法 6月9日まで、電話で

ベビーマッサージ教室

無料無料

無料無料

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・同伴の保護者…無料

みんなおいでよ♪みんなおいでよ♪みんなおいでよ♪みんなおいでよ♪みんなおいでよ♪みんなおいでよ♪みんなおいでよ♪みんなおいでよ♪みんなおいでよ♪
　　　キッズパークの七夕まつり　　　キッズパークの七夕まつり　　　キッズパークの七夕まつり　　　キッズパークの七夕まつり　　　キッズパークの七夕まつり　　　キッズパークの七夕まつり　　　キッズパークの七夕まつり　　　キッズパークの七夕まつり　　　キッズパークの七夕まつり　　　キッズパークの七夕まつり　　　キッズパークの七夕まつり　　　キッズパークの七夕まつり　　　キッズパークの七夕まつり　　　キッズパークの七夕まつり★★
みんなおいでよ♪
　　　キッズパークの七夕まつり★

室工大サイエンススクール

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

《会場・詳細》生涯学習センター「きらん」キッズパーク ☎83-7752

手形でアート

　願いごとを書いて、
キッズパークに設置
する笹に飾ります。

七夕工作短冊を書こう☆

対象　2歳以下の子どもと保護者
日時　6月16日（水）・17日（木） 10：00
定員　各先着10組
申込方法 6月2日から、電話または直接

対象　小学生以下の子どもと保護者
日時　6月23日（水）～7月7日（水）
　　　10:00～16:45

　七夕にちなんだ工作を日替わ
りで行います。
対象　小学生以下の
　　　子どもと保護者
日時　7月1日（木）～7日（水）
　　　10:00～16:45

当日
直接
当日
直接

当日
直接
当日
直接

　七夕をテーマに子
どもの手形アートを
作ります。

　ダイヤモンドのように硬い材料で物質を挟
み、高い圧力を発生させて「あたたかい氷」を
作ったり、不思議な性質を持った夢の新材料
の実験をしながら、高圧力の世界と物質の不
思議について学びます。Zｏｏｍを使いオンラ
インで行います。
対象　小学5・6年生
日時　7月17日（土） 9:30～17:00
定員　先着20人
申込方法 6月21日から7月2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://muroran-it.ac.jp/society/ss_mit/

FAX

無料無料

おうちで作ろう　テントウムシロボット！ おうちで作ろう　カヌーロボット！

ロボットアリーナ体験教室ロボットアリーナ体験教室

送付数　各10個 （送付数超えは抽選）
申込方法　6月1日11時から10日17時まで、ホームページで

《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/

対象　小学2・3年生 対象　小学4～6年生

　家で作れるロボットキットを送付します。
　ホームページで配信される作り方の動画を見ながら、ドライバーとニッパーを使い組み立てます。

無料無料

児童手当・特例
給付現況届の
受け付けが
始まります

受付期間　6月1日(火)～30日(水)
受付方法　郵送または子育て支援課に直接

低所得の子育て世帯に対する
子育て世帯生活支援特別給付金
（ひとり親世帯分）
　低所得の子育て世帯に対し、生活の支援を行うため子育て世帯生活支援特
別給付金を支給します。対象②③に該当する世帯は申請が必要です。申請書
と必要書類を郵送するか子育て支援課に直接提出してください。
対象　①令和3年4月分の児童扶養手当が支給される世帯(4月に支給済)
　　　②公的年金などを受給していて、令和3年4月分の児童扶養手当の支

給を受けていない世帯
　　　③新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変し、収入が児

童扶養手当を受給している世帯と同じ水準になっている世帯
給付額　子ども1人当たり5万円
申請書設置場所　子育て支援課(市役所本庁舎)、戸籍住民課(広域センター
ビル)、蘭東支所、市民会館、子育て世代包括支援センター「ここらん」、生
涯学習センター「きらん」、サンライフ室蘭、図書館白鳥台分室

　児童手当・特例給付を受けている人に、
現況届を発送しますので、期日までに提出
してください。現況届の提出がない場合は、
6月分以降の手当が受けられなくなります
ので、ご注意ください。なお、公務員は勤
務先で手続きしてください。
　新型コロナウイルス感染拡大防止のため、
今年度も出張受付は行いません。郵送によ
る提出にご協力ください。

《詳細》子育て支援課 ☎25-2494 　051-8511幸町1-2
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ここらんクラブ

対象　1歳～就園前の子どもと保護者
日時　7月8日(木) 10:00～11:00　 定員　先着15組程度
申込方法　6月11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!」

　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。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　7月14日(水) 10:00～11:30
定員　先着10組程度
申込方法　6月17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!」

りにゅう食教室

《会場・詳細》子育て世代包括支援センター「ここらん」 ☎45-2022

《詳細》健康推進課 ☎45-6610

《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

ぴよぴよクラブ

対象　0歳の赤ちゃんと保護者
日時　7月20日(火) 13:30～14:30
定員　先着15組程度
申込方法　6月23日から、電話または直接

０歳の親子講座

「手型をとってカードを作ろう!」

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　7月9日(金) 13:30～14:30　  定員　先着10組程度
申込方法　6月10日から、電話または直接

はじめてママの

「スキンケアの話(湿疹の手当)」

絵本の読み聞かせやふれあい遊び、オイルを使ったベ
ビーマッサージを行います。
対象　生後2カ月以上の子どもとママ(きょうだい同伴可)
日時　6月14日～9月(月曜日、毎月3回) 10:00～11:30
会場　体育館　　定員　先着20人
料金　月額3,000円(会場使用料を含む、別途保険は任意
で申し込み)
申込方法 6月8日まで、ホームページ、または、体育館、
入江運動公園陸上競技場・温水プール、げんき館ペトトル
に備え付けの申込書を体育館に直接

子育てについて
学びませんか？

　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　6月25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 6月24日まで、電話で

無料無料

無料無料

無料無料

無料無料

マタニティ講座

《詳細》スポーツ協会 ☎44-7521 　050-0073宮の森町4-1-43
http://murotaikyo.sakura.ne.jp/taikyo/index.html

　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。
6月のテーマ　「妊産婦の歯科講話」「ブラッシング指導」
日時　6月16日(水) 14：00～15：00
会場　保健センター4階
申込方法 6月9日まで、電話で

ベビーマッサージ教室

無料無料

無料無料

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・同伴の保護者…無料

みんなおいでよ♪
　　　キッズパークの七夕まつり★

室工大サイエンススクール

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

《会場・詳細》生涯学習センター「きらん」キッズパーク ☎83-7752

手形でアート

　願いごとを書いて、
キッズパークに設置
する笹に飾ります。

七夕工作短冊を書こう☆

対象　2歳以下の子どもと保護者
日時　6月16日（水）・17日（木） 10：00
定員　各先着10組
申込方法 6月2日から、電話または直接

対象　小学生以下の子どもと保護者
日時　6月23日（水）～7月7日（水）
　　　10:00～16:45

　七夕にちなんだ工作を日替わ
りで行います。
対象　小学生以下の
　　　子どもと保護者
日時　7月1日（木）～7日（水）
　　　10:00～16:45

当日
直接
当日
直接

当日
直接
当日
直接

　七夕をテーマに子
どもの手形アートを
作ります。

　ダイヤモンドのように硬い材料で物質を挟
み、高い圧力を発生させて「あたたかい氷」を
作ったり、不思議な性質を持った夢の新材料
の実験をしながら、高圧力の世界と物質の不
思議について学びます。Zｏｏｍを使いオンラ
インで行います。
対象　小学5・6年生
日時　7月17日（土） 9:30～17:00
定員　先着20人
申込方法 6月21日から7月2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://muroran-it.ac.jp/society/ss_mit/

FAX

無料無料

おうちで作ろう　テントウムシロボット！ おうちで作ろう　カヌーロボット！おうちで作ろう　テントウムシロボット！ おうちで作ろう　カヌーロボット！

ロボットアリーナ体験教室ロボットアリーナ体験教室

送付数　各10個 （送付数超えは抽選）
申込方法　6月1日11時から10日17時まで、ホームページで

《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/

対象　小学2・3年生 対象　小学4～6年生

　家で作れるロボットキットを送付します。
　ホームページで配信される作り方の動画を見ながら、ドライバーとニッパーを使い組み立てます。

無料無料

児童手当・特例
給付現況届の
受け付けが
始まります

受付期間　6月1日(火)～30日(水)
受付方法　郵送または子育て支援課に直接

低所得の子育て世帯に対する
子育て世帯生活支援特別給付金
（ひとり親世帯分）
　低所得の子育て世帯に対し、生活の支援を行うため子育て世帯生活支援特
別給付金を支給します。対象②③に該当する世帯は申請が必要です。申請書
と必要書類を郵送するか子育て支援課に直接提出してください。
対象　①令和3年4月分の児童扶養手当が支給される世帯(4月に支給済)
　　　②公的年金などを受給していて、令和3年4月分の児童扶養手当の支

給を受けていない世帯
　　　③新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変し、収入が児

童扶養手当を受給している世帯と同じ水準になっている世帯
給付額　子ども1人当たり5万円
申請書設置場所　子育て支援課(市役所本庁舎)、戸籍住民課(広域センター
ビル)、蘭東支所、市民会館、子育て世代包括支援センター「ここらん」、生
涯学習センター「きらん」、サンライフ室蘭、図書館白鳥台分室

　児童手当・特例給付を受けている人に、
現況届を発送しますので、期日までに提出
してください。現況届の提出がない場合は、
6月分以降の手当が受けられなくなります
ので、ご注意ください。なお、公務員は勤
務先で手続きしてください。
　新型コロナウイルス感染拡大防止のため、
今年度も出張受付は行いません。郵送によ
る提出にご協力ください。

《詳細》子育て支援課 ☎25-2494 　051-8511幸町1-2

子育て応援団
のお知らせ

みくにっ子文庫おはなし会 無料
　おはなし『食わずにょうぼう』やパ
ネルシアター『ノミのピコ』、手遊び『1
で糸やのおまきさん』を行います。
日時　6月20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

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　6月13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

八丁平子育てサロン
対象　就学前の子どもと親
日時　6月8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

子どもの居場所クルハウス 無料
　学校の宿題などを大学生に教えても
らえたり、一緒に遊べます。随時見学
を受け付けています。
対象　小学生～高校生
　　　(土曜日は中学生～高校生)
日時　毎週火・木・金曜日 14:00～19:00
　　　毎週土曜日 10:00～14:00
会場　クルハウス(知利別町2-22-31)
定員　各先着10人(土曜日は先着5人)
申込方法　各前日まで、電話または
LINE（@247tehrj） で
詳細 NPO法人くるくるネット・鳥山
　　　☎48-9133

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。
3回目の今回は「ママ友とのお付き合
い講座」をテーマに、ママ友とのちょ
うどいい距離感を保つためのポイント
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　6月16日(水)
　　　10:00～11:00
定員　先着6人
料金　 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　 6月1日から15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


