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市民図書館「本館おはなし会」
日時　1（土）・9（日）・15（土）・16（日）・23（日）・29（土）・30（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 大根と生揚げのそぼろ煮

＜作り方＞
①干ししいたけは水で戻し、みじん切りにする。大根はいちょう切り、しょうがはみじん切りに
する。生揚げは油抜きをして角切りにする

②鍋にサラダ油を熱し、しょうがを炒める。香りが出たら鶏ひき肉を加え、
ぽろぽろになるまで炒める。干ししいたけ、大根を加えて炒める

③全体に油が回ったら、ひたひたに水を入れ、大根が軟らかくなるまで煮る
④生揚げを加え、【A】で調味する
⑤水溶き片栗粉でとろみをつけたら出来上がり

　干ししいたけの戻し汁は捨てずに、大根を煮る時に使って
ください。だしが出ているので、うま味が増しますよ！生揚げ

がなければ木綿豆腐でもおいしくいただけると思います。

＜材料2人分＞
干ししいたけ1個、大根4㎝程度、しょうが1/2片（1㎝程度）、生揚げ4㎝程度
鶏ひき肉40ｇ、サラダ油小さじ1/2、片栗粉小さじ1
【A】砂糖小さじ1/2、しょうゆ小さじ1、酒小さじ1/2、みりん小さじ1/2

 8 （土） 13時～14時　夏休み工作　ゼリーキャンドルを作ろう
定員：10人　費用：500円　申込：1（土）～　

 8 （土） 14時～14時40分　ドッジビーをしよう　参加自由

 5 （水） 15時～16時30分　カプラで遊ぼう!　参加自由
22（土） 13時30分～14時10分　ゲーム大会
トランプゲーム・スピードをしよう　参加自由

 1 （土） 11時～12時 　こども会議　　 
 1 （土）･2（日）･15（土）・29（土） 14時～14時30分
おもいっきりASOBI「イスをつかって…」　参加自由

 1 （土）～7（金） 14時～15時　あいぽーとシアター　参加自由
 8 （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　

23（日） 14時～14時50分　スポーツ交流会「卓球」　参加自由

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

8月 児童館・子ども教室の行事

読んでみよう！
学校司書のオススメ本

　この本は、『がんばらない』などの著書で知
られる医師の鎌田實さんが、チェルノブイリ
原発事故で苦しむ子どもたちのことを記した
1冊です。
　国際医療ボランティアとしてモスクワを訪
れた鎌田さんは、白血病に苦しむ少年の診察を
切望されます。「ひとりの子どもの涙は、人類す
べての悲しみより重いと、ドストエフスキーが
言っているが、チェルノブイリの子どもたちは
今、泣いています」と鎌田さんに訴えるシーン

はとても印象的で、その言葉に私
は深い感銘を受けました。
　書名からは、内容をうかがい知ることがで
きませんが、最後まで読んでいただければ、そ
こに込められた作者の思いが分かります。重
く悲しいテーマに静かに寄り添う挿絵も素晴
らしく、とても美しい本です。5年生の国語の
教科書でも紹介されていて、子どもにも大人
にもお薦めです。

（花川小学校司書　小川 美穂）

　廃材を利用して自由に木工品を作りま
しょう。 
対　象　市内の小学生（保護者同伴）
日　時　7（金）・8（土） 9時30分～12時 
持ち物　軍手、エプロン 
定　員　各10人（申込順） 
費　用　無料 
申込方法　1（土） 9時～電話申込
場所・申込・問合せ
リサイクルプラザ（新港南1･22）
☎64･3196※月曜・祝日休館

『雪とパイナップル』

親子手づくり木工教室親子手づくり木工教室親子手づくり木工教室

鎌田 實／著　唐仁原 教久／画　集英社

なま あ

平日 14時～17時30分　土曜 9時～17時30分  　　  

平日 13時30分～17時30分　土曜 10時～17時30分 　　  

シップ子ども教室
■所厚田区虹が原 ☎66·3331
八幡子ども教室
■所八幡4·167（八幡小学校内） ☎66·3305

今月のアドバイザー

厚田中学校

栄養教諭 幸村 伊織さん
こうむら

夏 休 み



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8
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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

20（木）

 4 （火）

19（水）

25（火）

19（水）

25（火）

 3 （月）

18（火）

～13時30分

～13時30分

～14時

～14時30分

～11時

～11時

～11時30分

～16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…こあらくらぶ
問合せ ☎66・4500　■所八幡1・433（くるみ保育園内）

「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

お昼も一緒に食べよう！

「調理」に参加しよう！

キーマカレーやナン、カップケーキなど何を作
るかはママたちと一緒に相談しながら決めて
います。時にはママに教えてもらいながら…
ということもありますよ。もちろん、子どもた
ちも材料を混ぜたりなどして参加でき、親子
で料理が楽しめると大変好評です。
●18（火） 10時30分～11時40分
　「アイスフルーチェ作り」

■HP http://ishikarikosodate.sblo.jp/

地域子育て

支援拠
点などに

行って
みよう

！

イベントの

詳細など
情報

もりだくさ
ん！

両親教室 
日時　23（日） 13時～15時（若干の延長あり）
内容　出産・育児の講話、赤ちゃんをお風呂に入れる練習、お
父さんの妊婦疑似体験など。上のお子さんも一緒に参加OK!
持ち物　母子健康手帳、バスタオル、タオル、ガーゼハンカチ
申込方法　19（水）までに電話申込　
離乳食教室
対象　5～7か月児と保護者
　　　※上のお子さんの託児希望の方は要相談
日時　24（月） 13時30分～15時　　定員　20組（申込順）
持ち物　母子健康手帳、子ども用スプーン、バスタオル、
出かけるときの持ち物
申込方法　19（水）までに電話申込

「こあらくらぶ」には、ミズバショウ遠足やイチゴ
狩りなど、自然豊かな八幡ならではのお楽しみが
いっぱい！ ママたちのリクエストに応えた「調理」
も恒例になっています。ぜひ遊びに来てください！
日時　火・水・木曜 8時30分～13時30分

22（土）には「くるみまつり」があります！ 
今年で2回目のお祭りで、くるみ保育園の園
庭で開催されます。焼きそばやフランクフ
ルト、かき氷、園長先生の焼く焼き鳥などお
いしいものが並ぶほか、ママや園児たちが
作ったビーズアクセサリーなどの小物の販売、景品が
当たるゲーム大会やくじ引きもあって、本当ににぎや
かです。「こあらくらぶ」に来たことがないという方に

はぜひこの機会にお
子さんを連れて遊び
に来てほしいです
ね。子どもたちと
一緒に私たちも
待ってま～す！

近藤 文子
先生

板木 弘恵先生

せっかくならお昼もここで一緒に食べ
ていきませんか？ お弁当の持参ＯＫ！ 
また、野菜がしっかり食べられ、ボリュー
ムのある給食もおすすめです。離乳食も
あり、どんなものを食べさせたらいいの
か参考にもなります。食後、のんびり過
ごすのも、ここでの魅力です！
●給食※要予約　12時～12時40分
　大人250円　子ども140円

●くるみまつり
　22（土） 
　11時～14時


