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みよう！
作って

学校給食 ベーコンと大根のスープ

＜作り方＞
①大根・ニンジン・タマネギは皮をむき、
1㎝角のさいの目切りにする

②ベーコンは1㎝幅に切る
③鍋に水を入れ沸かし、ベーコンを入れる
④ニンジン・タマネギ・大根の順に入れ、煮え
たらコンソメと鶏ガラスープの素を加える

⑤塩・コショウで味を調えたら出来上がり

　野菜を入れることで、ビタミンを摂取することができます。ビタ
ミンは風邪の予防に効果的で、炭水化物やたんぱく質の消化や吸

収をスムーズにする働きもあります。ほかにもいろんな野菜でお楽しみください！
＜材料4人分＞
ベーコン約3枚、大根約1/5本、ニンジン約1/4本、タマネギ
大きめ約1/4玉、コンソメ小さじ2、鶏ガラスープの素小さじ
1と1/2、塩・コショウ少々、水800cc（4カップ）

学校司書のオススメ本
　「あなたにとって“友達”って？」と聞かれたら、
何と答えますか？
　仲の良い人の名前をすぐに挙げることはできて
も、「どんな人が友達か」ということを答えられる
人はなかなかいないのではないでしょうか。
　この絵本は7つのテーマに短い詩と絵が添えられ
ていて、「ともだちっていっしょにかえりたくなるひ
と」や「ともだちならいやがることをするのはよそ
う」など、誰もが自分の友達関係と重ね合わせて、思
わずうなずいてしまう文章が見つかると思います。
　また、私たちは友達というと自分の身近な人と考

えがちですが、住んでいる国や境遇が違
う人でも人間はみんな友達であり、遠く
離れた人たちのために私たちは何がで
きるだろう？ とこの絵本では問いかけてきます。
　普段、改めて考えることもあまりなく、そばにい
るのが当たり前だと思いがちな“友達”という存
在。でも、自分の気持ちや行動次第で簡単に失って
しまう存在でもあるのです。
　「自分にとっての“友達”とは？」、この機会に今
一度考えてみませんか？

（双葉小学校司書　金澤 裕佳）

『ともだち』谷川 俊太郎／文　和田 誠／絵　玉川大学出版部
読んでみよう！読んでみよう！

13(土) 14時30分～15時30分
スノーキャンドルを作ろう　参加自由

10(水)～17(水) 15時30分～16時
リクエストゲーム大会　参加自由

13(土) 11時～12時　カローリング教室
定員：15人　持ち物：上靴

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

2月 児童館の行事

パン
ベーコンと大根のスープ
いかリングフライ
マカロニナポリソテー

　「ママパパライン®」は、子育て応援電話です。研
修を受けたスタッフが、子育て中の保護者などを
対象に、不安やグチ、子どもの発達の悩みや仕事
のことなどを傾聴します。
　「ママパパライン®」は全国8カ所で実施してお
り、普段はそれぞれが違う曜日に1日開設してい
ますが、今回は全国キャンペーンとして一斉に同
じ期間・同じ時間帯に開設します。

日　時　15(月)～20(土)13時～16時
後　援　北海道、石狩市、北海道社会福祉協議会
　　　　北海道小児科医会、北海道歯科医師会
　　　　石狩医師会、厚生労働省
問合せ　NPO法人こども・コムステーション・
　　　　いしかり　☎64・5640

子育て応援電話子育て応援電話

「ママパパラインⓇ」全国キャンペーン!「ママパパラインⓇ」全国キャンペーン!「ママパパラインⓇ」全国キャンペーン!

「ママパパライン®」☎080・6062・4735
※通話料はかかります

 6 (土)・14(日)・20(土) 14時～14時30分
おもいっきりASOBI　参加自由

11(木・祝)10時～13時　あいぽーとワークス
「スイーツクッキング」　定員：6人　費用：500円
13(土) 11時～12時　こども会議
27(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　 　　 

28(日) 14時～14時50分　スポーツ交流会
参加自由

 6 (土) 13時30分～14時30分　雪中運動会
定員：25人

今月のアドバイザー
花川南小学校

栄養教諭
前川 和美さん

双葉小学校

栄養教諭
吉田 絵里さん

お
い
し
い
ぞ
ー
！

春休み放課後児童会一時利用申込
対象児童　小学生※低学年優先
利用期間　学校春季休業日※日・祝除く
利用時間　8時～18時30分
利用料金　日額300円※別途保険代

必要な物　印鑑、金融機関口座番号
受付期間　2/22（月）～利用日の前日まで※申込順
　　　　　市役所1階18番窓口のみ受け付け
申込・問合せ　子育て支援課　☎72・3192　

市民図書館「本館おはなし会」
日時　6（土）・13（土）・14（日）・20（土）・21（日）・28（日） 11時～11時30分
場所・問合せ　市民図書館（花川北7・1）　☎72・2000



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2
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健診・相談コーナー

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

18（木）

 2 （火）

17（水）

23（火）

17（水）

23（火）

 1 （月）

24（水）

～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

お邪魔したのは… あーつまれ！
問合せ ■所花川北4・3・5・3（石狩仲よし保育園内） ☎74・4475
 ■時隔週水曜10時～11時15分

「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

■HP http://ishikarikosodate.sblo.jp/

　閑静な住宅街の中にあり、
子どもがのびのび遊ぶ空間が
魅力の「あーつまれ！」。子育
てに関する個別の相談にも応
じてくれ、ママやパパの心強
い味方でもあります。ぜひ足
を運んでみませんか？

1階建ての建物には中央に広い
ホール（写真）があって、のびのび
遊べます。また、園庭からは双葉小
学校の校庭や若葉公園に続く遊
歩道があり、四季を感じながらの
お散歩が楽しめます。

イベントの

詳細など
情報

もりだくさ
ん！

　私たちスタッフは、ママたちの“お母さん
的存在”を目指しています。例えばおむつは
ずしのことや、子どものわがままに対する
向き合い方など、ママたちの困り事をぜひ
受け止めてあげたいなと思っています。
　また、ここではわが子のいろんな面を知
ることができると思います。同じ年ごろの
お子さんと遊んでいるとき、「うち
の子、こんなことができるんだ！」
という発見は、親御さんにとって何
よりの喜びですよね。ぜひ私たちと
一緒にお子さんの成長を
発見しましょう！

地域子育て

支援拠
点に

行って
みよう

！

ひろびろ
遊戯室で遊ぼう！

地域の方との季節の行事も

場所　りんくる（花川北6・1）　　問合せ　保健推進課 ☎72・3124

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　15（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、
　　　　そのほか出かけるときの持ち物
申込方法　10（水）までに電話申込　
両親教室 
日時　28（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　24（水）までに電話申込

小笠原 由美子先生

写真は昨年12/24に行われた「クリスマス会」の様子。お
兄さんお姉さん園児の歌や演奏を目にして、小さなお
子さんの目もキラキラ輝いていました！　なお、サンタ
クロースに扮していたのはご近所の緑苑町内会の方。

節分や餅つきなど季節の行事
を通じて地域とのつながりも
あり、温かく見守られている安
心感を肌で感じることができ
ます。
● 3 （水） 節分豆まき会
●17（水） お別れ会（最終日）
　　　　　「おおきくなったね」

※3月・4月はお休み。平成28年度は5月からスタートします


