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市民図書館「本館おはなし会」
日時　7（土）・8（日）・14（土）・15（日）・21（土）・22（日）・29（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 ごぼうクリームスープ

＜作り方＞
①ゴボウは輪切りまたは斜めに薄切り、ニンジンはいちょう切り、
しめじは小房に分ける。タマネギは薄切り、ベーコンは5㎜幅に切る

②鍋にバターを溶かしてタマネギを炒め、しんなりしたら
ゴボウ、ニンジン、ベーコンを加え、小麦粉を入れて炒める

③粉っぽさがなくなってきたら、牛乳と水を加えてかき混ぜながら
煮込み、とろみがついたらしめじ、チキンコンソメ、粉チーズ、塩を
加え10～15分煮込む

④器に入れ、パセリのみじん切りを散らせば出来上がり

　ゴボウと牛乳の栄養を簡単に、おいしくとることがで
きるスープです。ゴボウは食物繊維を多く含み、腸の水分

を吸収して便通を良くするので、大腸ガンなどを予防する効果があるとい
われており、昔から日本人の食生活には欠かせない野菜です。
　学校給食では、下記に紹介するようにホワイトルウを手作りしています。
市販の物を使っても手軽に作れますので、まずはお試しください！

＜材料2人分＞
ゴボウ中サイズ1/2本、タマネギ1/2玉、ニンジン1/3本
しめじ1/2パック、ベーコン2枚、パセリ少々
チキンコンソメ小さじ1、粉チーズ少々、塩少々、水１カップ
【ホワイトルウ】 牛乳１カップ、小麦粉12ｇ、バター15ｇ

読んでみよう！
学校司書のオススメ本

　八幡小学校では、私たち八幡分館の司書が
週3回、図書室に派遣されています。そ
んな私たちが今回オススメするのは、国
際理解を考えるための、最初の読み聞
かせに使える絵本です。「えっ？ ラーメ

ンがなんで？」と、思われるかもし
れません。ページをめくると次第
に、隣の国、そのまた海の向こう、
さらには地球の裏側にも、さまざ
まな生活を送る子どもたちのこ

とが分かってきます。そして最後
の絵からは、平和を考える現実が
言葉もなく伝わってきます。
　低学年にはやや難しい内容ですが、この本を
読んで思ったこと、感じたことなどを話し合っ
てみてはどうでしょうか。高学年になって、外国
について考えられるようになったときに、きっ
と思い出す本になることと思います。
　大人の方にもぜひ一度は読んでもらいたい
絵本です。　　　（二階堂さと美・中川つかさ）

『ぼくがラーメンたべてるとき』
長谷川 義史／作　教育画劇
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今月のアドバイザー

花川北中学校

栄養教諭 亀川 勇さん＆ウシさん

14（土） 13時～14時30分
こどもクッキング「パンケーキ作り」
定員：10人　申込：2（月）～　費用：200円 

 9 （月） 14時～15時30分
カプラであそぼう！　参加自由

21（土） 13時30分～14時45分 作って遊ぼう
「新聞紙でなにができるかな」参加自由
 8 （日）・14（土）・21（土） 14時～14時30分
おもいっきりASOBI「フラフープであそぼう」
参加自由

14（土） 11時～12時 こども会議
14（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※要予約

14（土） 13時～14時 スタジオ会議
22（日） 14時～14時50分 
スポーツ交流会「ストラックアウト」　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

11月 児童館の行事

パン
ごぼうクリームスープ
照焼きチキン
キャベツのサラダ

冬休み放課後児童会冬休み放課後児童会冬休み放課後児童会

　放課後児童会では、保護者が仕事などで昼間
不在の小学生を対象に、冬休み中「一時預かり」
を行っています。ぜひご利用ください。
対　象　小学生
利用期間　学校冬期休業日（日・祝日を除く）
利用時間　8時～18時30分（延長利用申請される
　　　　方は19時まで）
費　用　300円（日額）※別途保険代
必要な物　印鑑・金融機関口座番号
申込期間　24（火）～利用日の前日まで　　　　　　
　　　　※申込順
申込・問合せ　子育て支援課
　　　　（市役所18番窓口）
　　　　☎72・3192

一時利用申し込み



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11
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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

19（木）

10（火）

18（水）

24（火）

18（水）

24（火）

 6 （金）

25（水）

～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

今月ご紹介するのは…
花川南児童館の幼児開放ころころ

申込・問合せ ■所花川南8・3 ☎72・7311
 ■時月曜～金曜 9時30分～11時30分※学校休業日は休み

「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

お別れのパンッ！

遊戯室で
あそぼ！

はだしで、元気いっぱい走り回る子
どもたちの姿がとても印象的だっ
た遊戯室。冬も安心して、子どもた
ちが体を動かせるとママたちにも
好評です。なお、ここでは11時15分
にみんなでお片づけをした後、恒例
の「かけっこ」も行っていますよ。

運動に飽きたら、絵本を読んだ
り、おもちゃで遊んだりするの
もおすすめ。なお、ここにある
本は1週間の貸し出しもOKだ
から、気に入った絵本があった
らぜひ利用しましょう！　

■HP http://ishikarikosodate.sblo.jp/

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　16（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　11（水）までに電話申込　
両親教室 
日時　29（日） 13時30分～15時30分（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　25（水）までに電話申込

　花川南・おおぞら・花川北各児童館では、小学生が利用しない時
間帯に、幼児とその親のために、施設の一部を開放しています。今回
は花川南児童館で、遊びの場や子育て交流の場として利用されてい
る様子をのぞいてきました！

かけっこして、おもちゃで遊んで、
絵本を読んで…と気が付けばお
別れの時間！　中には泣き出し
ちゃうお友達もいましたが、先生
とのお別れのあいさつ、“タンバリ
ンでパンッ！”はみんな元気いっぱ
い、できました。

イベントの

詳細など
情報

もりだくさ
ん！

　ここには広い遊戯室があり、雨の日も雪の
日も、思いきり飛んだり跳ねたり、走ったり
できるので、これからの季節は特におすすめ
ですね。トランポリンやマット、乗り物おも
ちゃも充実していますよ！
　今、児童館を利用している小学生の
中には、幼児開放に遊びに来ていたと
いうお子さんもいます。そう考える
と、ここは地域に密着した、お子さん
たちの成長を親御さん
と一緒に長く見つめる
ことができるいい場所
だなぁと思いますね。

地域子育て

支援拠
点などに

行って
みよう

！

絵本の
読み聞かせも
あります♪

児童館指導員 中野 京子さん

図書室で
あそぼ！


