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市民図書館「本館おはなし会」
日時　4（土）・11（土）・18（土）・26（日） 11時～11時30分
場所・問合せ　市民図書館（花川北7・1）　☎72・2000

みよう！
作って

学校給食 おから入りドライカレー

＜作り方＞
①ニンジン・タマネギ・ショウガは皮をむき、みじん切りにする
②カレールウをとろみがつくくらいの適量のお湯で溶かす
③フライパンにバターを入れ、加熱し溶けたら、ショウガを炒める
④ショウガの香りがしてきたら、合いびき肉を入れ、色が完全に変わるまでよく炒める
⑤ニンジン、タマネギの順に加えて炒める
⑥火が通ったら、おからを加えて塊ができないように炒める
⑦【A】と②を加えて混ぜ、さらに小麦粉とカレー粉を一緒にザルなどでふるいながら加える
⑧グリンピースを加え、味を調え、最後に白ワインを入れて完成

　子どもたちの大好きなドライカレーに、学校給食では
おからを加えてみました。実は、おからを使うと食物繊

維がとれるってご存じでしたか？　肉の量も減らすことができ、とてもヘ
ルシーなので、ぜひおうちでも試してみてくださいね！

＜材料4人分＞
ニンジン1/2本、タマネギ1/2個、ショウガ2g、カレールウ1/2片、バター小さじ2、合いびき肉120ｇ、
おから20ｇ、小麦粉小さじ1/2、カレー粉小さじ1、グリンピース20g、白ワイン小さじ1
【Ａ】中濃ソース小さじ1、トマトケチャップ小さじ1、しょうゆ小さじ1、塩少々

11（土） 13時～14時 なわとび記録にチャレンジ!　参加自由
持ち物：上靴

25（土） 13時30分～15時 夏休み工作 不思議万華鏡をつくろう
定員：10人　費用：200円　申込：6（月）～　

11（土） 13時30分～14時10分
ゲーム大会「ピッグテンしよう!」　参加自由

18（土） 13時30分～14時30分 夏休み トランスパレント教室
定員：10人　費用：200円　申込：1（水）～　 

 4 （土） 11時～12時　こども会議
 4 （土）･11（土） 10時30分～13時　スタジオ研修

対象:バンドの練習で文化活動室を利用したい中高生
定員:12人※要申込

 4 （土）･12（日）・18（土） 14時～14時30分
おもいっきりASOBI　参加自由

 5 （日） 14時～14時50分　スポーツ交流会　参加自由
20（月・祝） 10時～15時　水ロケット制作・発射体験

定員：18人(小学5年生～高校生)　費用：500円　申込：6（月）～
8/8（土） 10時～12時、13時～15時

夏休みチョークアート教室　費用：1,000円　申込：6（月）～
定員：各回8人(小学1年生～高校生)

花川北児童館
■所花川北3·2 ☎74·2884
おおぞら児童館
■所花川南1·1 ☎73·4849

花川南児童館
■所花川南8·3 ☎72·7311

こども未来館
あいぽーと

■HP http://iport-ishikari.net/
■所花川北7·1 ☎76·6688

7月 児童館の行事

読んでみよう！
学校司書のオススメ本

　私が紹介する本は『3びきのこぶた』ではな
く『3びきのかわいいオオカミ』で、このお話
の悪者はオオカミではなく、なんとぶた！そ
れもとんでもない「ワルぶた」なんです（笑）。
この絵本は私が八幡分館にいた時に「読み聞
かせにピッタリの本があるよ」と利用者の方
に教えてもらった本で、小学校で高学年の子
どもたちに読んでみたところ、「『3びきのこ
ぶた』と全然違う！」「このぶた、悪すぎ！」と
大いに盛り上がりました。ユーモアあふれる

絵や文章、そしてあまりのぶたの
ワルっぷりにハマってしまい、今
ではいろいろなところでおすすめしていま
す。大人が読んでも楽しめる絵本です。
　ちなみに、ぶたとオオカミが出てくる本で
は『ぶたのたね』もおすすめです。足が遅く、生
まれてこの方ぶたを食べたことのないオオカ
ミが主人公の、奇想天外な絵本です。興味のあ
る方はこちらもどうぞ！
（双葉小学校司書　金澤 裕佳）

　SAQトレーニングで楽しく体を動かし
ながら筋力・瞬発力・バランス能力などを
鍛えることができます。
対象　市内小学1･2年生※保護者も参加可
日程　①7/27（月）　②7/29（水）
　　　③④8/10（月）
時間　①②③10時～11時30分
　　　④13時～14時30分
場所　①B&G海洋センター（花畔337･4）
　　　②花川南コミセン（花川南6･5）
　　　③浜益スポーツセンター
　　　　（浜益区群別1･41）
　　　④厚田スポーツセンター
　　　　（厚田区厚田106･17）
講師　石狩市総合型地域スポーツクラブ
　　　アクト指導員　寺島 聖人氏
持ち物　動きやすい服装、上靴、タオル、飲み物
定員　各50人※申込多数時抽選
費用　無料
申込方法　7/1（水）～17（金）に電話申込
申込・問合せ　スポーツ健康課☎72･6123

『３びきの かわいい オオカミ』

サマーチャレンジ！子ども運動教室サマーチャレンジ！子ども運動教室サマーチャレンジ！子ども運動教室

ユージーン・トリビザス／文　 ヘレン・オクセンバリー／絵　 こだま ともこ／訳　 冨山房

今月のアドバイザー

双葉小学校

栄養教諭 吉田 絵里さん

子どもの体力向上事業

おからで
食物繊維を

プラス



母子健康手帳
歯ブラシ

いしかりっ子ひろばいしかりっ子ひろば大きくなぁれ♪ 月7
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健診・相談コーナー
場所　りんくる（花川北6・1）　　問合せ　保健推進課 ☎72・3124

問合せ　子育て支援課 ☎72・3631

健診・相談名 対象 日時 持ち物

4か月健診、BCG

10か月健診

1歳6か月健診

3歳児健診

歯科検診・フッ素塗布

乳幼児健康相談

こども発達相談

4～5か月児

9～11か月児

1歳6～11か月児

3歳0～11か月児

0・1・3歳代

2・4歳代

乳幼児

就学前児童

母子健康手帳

問診票

4か月健診のみ
BCG予診票も

母子健康手帳

16（木）

 7 （火）

15（水）

28（火）

15（水）

28（火）

 3 （金）

30（木）

～13時30分

～13時30分

～14時

～14時30分

～11時

～11時

～11時30分

～15時※要申込

12時30分

12時30分

13時

13時

10時

10時

10時

10時

乳
幼
児
健
診

今月お邪魔したのは…もくば
問合せ ☎73・8900　■所花川南9・4（花川南保育園内）

「子育てネットマガジン」と
「いしかり子育てネット」で！

ほかにもたくさんある、子育て支援拠点などの
就学前のお子さんと保護者向けの
イベント一覧をチェックするなら

行事に参加しよう！

●七夕まつり　7/6（月）10時45分～
短冊に絵を描いて、みんなで笹に飾ります！

●貝殻＆ビーズアート　7/27（月）10時40分～
紙粘土に拾ってきた貝殻を埋め込む、
夏らしい遊びです。

●段ボールで遊ぼう　7/29（水）10時40分～
おうちではできない?! 段ボールで
大胆に遊びます!

■HP http://ishikarikosodate.sblo.jp/

地域子育て

支援拠
点などに

行って
みよう

！

子育てネ
ット

マガジン
に

アクセス
！

中身が見える入れ物に名札ホルダーや陶器の箸置
きなど材質の異なるものを落として遊びます。
※誤飲しないよう、落とす物の大きさには要注意！

作ってみよう！おもちゃ①　落とす面白さ

◎乳幼児健診
　小児科医による診察、計測、育児相談、
　栄養相談、歯科相談を行います。
◎歯科検診
　フッ素塗布は6か月ごとです。
◎乳幼児健康相談
　お母さんの仲間作りにもおすすめ。
◎こども発達相談
　発達相談員や保健師がお子さんと一緒に
　遊びながらアドバイスします。

「もくば」では、子どもたちの感性を磨くことを大切に
考え、それを促す手作りおもちゃもいっぱい用意して
います。これらは実は、おうちでも気軽に作れるものば
かり！ぜひコツをつかんで親子でお楽しみください。
日時　月・水・金曜 8時30分～13時30分

洗濯ばさみを挟むとカニさんに変身！
胴体をクジャクに見立てたゴージャス
版もありました！ 子どもたちの指先の
訓練におすすめ！

おもちゃ②

挟む面白さ

製氷皿の底に赤や黄色、緑などの
シールが貼ってあり、同じ色のボー
ルをつまんで入れます。ボールは手
芸屋さんで売っていた飾りです！

おもちゃ③

つまむ面白さ

　ボタンをはめる、容器のふたを開け閉めする、使っ
たものは元に戻すなど、日々の暮らしの中にも子ども
たちの“遊び場”はあります。子どもはそうしたことを
繰り返し行い、その体験を自分のものにしながら、次
の新しいことに興味を移していきます。その
とき大切なのは、子どもに自分で選ぶこと
の喜びや楽しさを感じてもらうこと。子ど
もには何を言っても嫌がる時期がありま
す。靴をはくのがイヤとか、服を着るのが
イヤとか。そんなときにはぜひ子どもに
いくつか選択肢を与えて決めさせてあ
げませんか。忙しいときこそ、その方が
すんなりいくこともありますよ。

長谷川 智世先生


