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市民図書館「本館おはなし会」
日時　5（土）・12（土）・13（日）・19（土）・20（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 きなこポテト

＜作り方＞
①ジャガイモは皮をむき、
一口大の乱切りにして水にさらす

②①の水気を切り、揚げ油で揚げる
③②の粗熱がとれたらきなこ・砂糖・塩を
よく混ぜ合わせたものを
全体にまぶして出来上がり！

　きなこポテトとは、油で揚げたジャガイモに、きなこ・砂糖・塩をまぶした
シンプルな献立です。給食では、子どもたちにとても人気があります。

　きなこは、大豆をいって、皮をとってひいた粉です。大豆が嫌いでも、きなこが好きな子は多
いと思います。きなこポテトを食べて、大豆の植物性たんぱく質と食物繊維を手軽においしく
取ってみてください。なお、ジャガイモの品種はキタアカリがおすすめです！

＜材料2人分＞
ジャガイモ120ｇ（小１個）、きなこ大さじ１、砂糖大さじ１、塩少々、揚げ油適量

12（土） 13時～14時30分　
みんなで育てたおいもを食べよう! 
（いももち）
定員：15人　費用：100円　申込：1（火）～

19（土） 14時～14時40分
「忍者修行」　参加自由

 3 （木） 14時～15時
秋のスポーツあそび　定員：20人

 5 （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　

 5 （土） 11時～12時 　こども会議
 5 （土）･6（日）･19（土） 14時～14時30分
おもいっきりASOBI　参加自由

27（日） 14時～14時50分　スポーツ交流会
参加自由

※12（土）は「科学の祭典in石狩」のため
　臨時休館

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

9月 児童館の行事

読んでみよう！
学校司書のオススメ本

　花川南小学校には“こわい本”のコーナーが
あります。さっそくこの『おばけずかん』シリー
ズを置くと、たちまち9冊全てが貸し出しにな
りました！　人気の秘密とは……？
①絵が面白い→こわ～いはずの妖怪が、
ちょっとかわいいのが本書の特徴。これは
もう見てのお楽しみです！

②字が読みやすい→大きな文字で8つのお話
が入っています。1年生でもすぐに読めます！

③お話が面白い→おばけに会った
時にどうしたらよいか…思わず
ぷぷっ！と笑えます。

　小さいお子さんへの読み聞かせにもピッタ
リ。わが家では6歳の娘が3歳の妹に楽しそうに
読んで聞かせています。石狩市では、家族で読
む“うちどく”をおすすめしており、ぜひ本書を
囲んで楽しいひとときを過ごしてはいかがで
しょうか？（花川南小学校司書　萬谷 美保子）

　子どもたちや市民の方に科学を楽しんでいただくイ
ベントです。費用無料。ぜひご参加ください！ 
ブース
30種類以上の実験や工作を体
験するコーナーがあります！　
吹き玉づくり、炎色反応ろうそく、
発火実験、マイナス196度の世界
で浮く超電導物質、ストロー笛と
糸電話で音を楽しもう など
ステージ
みんなで楽しむド派手な実験ショー「師匠と弟子のサイエンス
バトル！」（札幌市青少年科学館スタッフ） 11時～、13時30分～
はたらく車ブース
救急車やバス、パトカーなどに乗車体
験できます 
日時　12（土） 10時～15時 
場所　市民図書館、こども未来館
　　　あいぽーと（花川北7･1） 
問合せ　事務局（市民図書館内）☎72･2000
※本事業は子どもゆめ基金（独立行政法人国立青少年教育振興機構）
助成活動です

『まちのおばけずかん』斉藤 洋／作　宮本 えつよし／絵　講談社

大豆パワーで
毎日元気に！

今月のアドバイザー

花川北中学校

栄養教諭 亀川 勇さん
花川北中学校

栄養教諭 亀川 勇さん

科学の祭典in石狩科学の祭典in石狩科学の祭典in石狩9/12
㈯

第5回



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9
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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

17（木）

 8 （火）

16（水）

29（火）

16（水）

29（火）

11（金）

10（木）

～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

今月ご紹介するのは… いしかり子育てメッセ2015
申込・問合せ　いしかり子育てネット会議事務局（子育て支援課内） ☎72・3631

「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

パネル展

はいはい競争

毎年恒例のメッセ目玉企画！　赤ちゃんがゴー
ルを目前にまさかのＵターン…といったハプ
ニングも満載で、ママやパパはドキドキです
が、周りの大人たちは赤ちゃんたちの奮闘ぶり
に心もほっこり。思わず笑みがこぼれます。
●10/1（木） 10時30分～11時 ※受付10時～

■HP http://ishikarikosodate.sblo.jp/

地域子育て

支援拠
点などの

合同イ
ベント

9/30㈬～10/2㈮開催！
「子育てネットマガジン」でおなじみの「いしかり子育てネット会議」主催。日替
わりで楽しい企画があり、あそびコーナーやパネル展示も充実！ ぜひお子さん
と一緒にご参加ください。
時間　10時～15時※最終日は13時まで　場所　りんくる（花川北6・1）

　「こどもはみんなで育てよう」をテーマに平
成18年から始まりました。今年も楽しくてた
めになる、感動も共有できるような企画を、皆
で一生懸命考えました！　特に今回は日替わ
りで皆さんにいろいろ体験してもらえるコー
ナーが充実していますので、毎日足を運んで
もらえるとうれしいですね！　
　なお、会場の真ん中には“権利の木”が設置
され、来場者のメッセージを貼り出していく
予定です。ぜひ皆さんも記念に
ご参加ください。
　アットホームな雰囲気が自
慢のイベントです。メンバー
一同、皆さんのご来場を
心よりお待ちしています!!

まちで子育てを応援する人
たちが日ごろの活動内容や
最新情報を発信します。石
狩の子育て支援の現状を知
ることができる貴重な場で
す。期間中、いつでもご覧い
ただけます。

◎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。

そのほかのプログラム
● 9 /30（水） 12時30分～13時30分 楽しく育ち合う
   「あそびとおもちゃ」
●10/ 1 （木） 11時～12時　ベビーおもちゃをつくっちゃお
  ／デコパージュ体験
 11時15分～12時　産後ママのエクササイズ
 13時～14時30分　つくってみよう もくばの制作Time
●10/ 2 （金） 10時～12時　おもちゃのひろば／ベビーサイン体験会
  ／子連れダンス体験

子育てセミナー2015「いのちからのメッセージ」
いのちからつながる子育てのお話です。お子さんと一緒に参加できます。
日時　9/30（水） 10時～11時30分
講師　（一社）inochi lab代表理事、たいわ士　高杉 ゆう子氏
託児定員　20人（費用100円）　　申込期間　9/1（火）～14（月）

同時
開催！

議長 佐藤 珠実さん
（くるみの木ひろば）

メッセで
待ってます♪

こ
の
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イベントの

詳細など
情報

もりだくさ
ん！


