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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 ひじきのごま味噌和え

＜作り方＞
①ひじきは水で戻しておく。ニンジンはせん切り、ほうれん草は
2㎝幅に切る。もやしはお好みでひげ根をとる

②【Ａ】の調味料は合わせて混ぜておく
③戻したひじきとニンジン、ほうれん草、もやしをゆでて冷水にとり
水を切る

④③にコーン、白いりごまを入れ、②で和えたら出来上がり

　煮物として食べることの多い「ひじき」を和え物にしてみ
ました！　味噌の風味で食べやすいおかずです。野菜と合

わせ調味料は、時間が経つと野菜から水が出て味が薄まってしまうため、食べ
る直前に和えるのがおすすめです。

＜材料2人分＞
ひじき（乾燥した状態）小さじ１、もやし1/5袋、ニンジン2㎝、ほうれん草１株、コーン缶詰
大さじ１、白いりごま小さじ1/2

【A】ごま油小さじ1/4、味噌小さじ1/2、酢小さじ1/2、しょうゆ小さじ1/4、砂糖小さじ1/2

学校司書のオススメ本

　十二支が題材の絵本は多いですが、特にご紹
介したいのが『十二支のおはなし』です。神様に
「早い者から順にその年の大将にしてやろう」と
いわれた動物たちが「明日は我こそが一番のり
だ」と勇んで競争します。読みきかせでも大活躍。
　ネズミは前の夜から出発した牛の背に乗り、
ゴール直前で牛の前に飛び降りて一番になりま
す。子どもたちから「ずる～い」と声が上がった
りもしますが、この本のいいところは「なぁに一
番にならなくてもいいんだ」とゆっくりゴールす
る牛の姿。とても和みます。
　タツは激しく稲妻をとどろかせながらも「お

まえものっていくか」とヘビを誘う
優しさを見せます。トリはいつも大ゲンカするサ
ルとイヌの間に入り、仲をとり持ちます。動物た
ちがステキな個性を光らせながらゴールしてい
くのです。山本氏の表情豊かな絵も魅力的!ほか
の絵本と読み比べするのも楽しい。
　もう少し大人になったら『十二支のひみつ』
（大高成元ほか／著　小学館）も読んでみてくだ
さい。昔話やクイズ、故事ことわざ、各動物の
ちょっと変わったひみつが満載！興味の幅が
ぐっと広がりますよ。

（南線小学校司書　小野 愛）

『十二支のおはなし』
内田 麟太郎／文　　山本 孝／絵　　岩崎書店読んでみよう！読んでみよう！

平日 14時～17時30分　土曜 9時～17時30分  　　  

平日 13時30分～17時　土曜 10時～17時 　　  

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

26（土） 14時～15時30分
映画をみよう　参加自由

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

12（土） 13時～13時50分
ドッチビーで遊ぼう　定員：15人

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

3月 児童館の行事

ごはん
いも団子汁
さんまの煮付け
ひじきのごま味噌和え

　ホホバオイルでの顔のツボや経絡マッサージ
を取り入れた顔ヨガです。ママは笑顔が一番！
対　象　産後1カ月以上のママ
　　　　お１人での参加もＯＫ！
日　時　30（水）　9時45分～11時15分
場　所　学び交流センター
　　　　（花川北3･3　旧紅葉山小学校）
講　師　黒田 優子氏、久司 奈花氏
持ち物　 タオル・飲み物・必要であれば前髪を留
　　　　めるもの
定　員　10人
費　用　 総合型地域スポーツクラブ会員500円、
　　　　ビジター1,000円
申込期限　23（水） 
申込・問合せ　（一社）アクト･スポーツプロジェクト

☎62・8162
　 yoganaka@gmail.com

ママのための顔ヨガママのための顔ヨガママのための顔ヨガ

 5 （土）・13（日）・26（土） 14時～14時30分
おもいっきりASOBI　参加自由

12（土） 11時～12時　こども会議
26（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　 　　 

27（日） 14時～14時50分
スポーツ交流会　参加自由

 5 （土） 13時30分～15時
わくわくシアター　参加自由

今月のアドバイザー

こうむら
厚田中学校

栄養教諭 幸村 伊織さん

ひ
じ
き
最
高
！



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3
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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）

22（火）

16（水）

22（火）

 4 （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

お邪魔したのは… 乳幼児健康相談
■所りんくる（花川北6・1） ☎72・3124
■持母子健康手帳

「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/

　健診のときよりももっとゆっ

たりリラックスしてママたちが

相談できるのが「乳幼児健康相

談」の魅力です。「体重が増えな

くて」「離乳食には何がいい？」

など、お子さんによって抱える悩みはそれぞ

れ違います。どうぞご遠慮なく、この機会に日

ごろモヤモヤ気になっていること、心配なこ

とをお話ください。予約も不要ですから、買い

物に行く前に「ちょっと寄ってみようかな」と

いう感じで、ぜひご利用ください！

➡ 3月は
　 4（金）10時～11時30分にあります！

地域で
　子育

て！

子育て電話相談 平日 10時～16時

えるむの森 ·····················☎71・2013
くるみの木ひろば ············☎73・0773
もくば····························☎73・8900
こあらくらぶ···················☎66・4500
りとるきっず（土曜も）····· ☎76・6688

地域子育て支援拠点では、子育てについて
の電話相談も行っています。

イベントの

詳細など
情報

もりだくさ
ん！

お子さんの身長・体重を看護師や保健師が
きちんと測定します。そのとき、前回の測定
結果と比較したり、成長曲線と照らし合わせ
てお子さんの成長度合いが確認できるの
で、ママも安心ですね。

大きくなったかな？

測定以外にも日ごろ気になっていること（栄養相
談や育児のことなど）があればぜひこの機会に
保健師や栄養士に聞いてみましょう！ 誰かに話
を聞いてもらうだけで、ほっと一息つけますよ。

相談すればほっと安心！
　月1回、保健師や栄養士にお子さ
んの発育や育児、離乳食などについ
て気軽に相談できるのが「乳幼児健
康相談」です。身体測定ができるほ
か、お母さんたちの交流の場とし
て、またお子さん同士を遊ばせるい
い機会にもなっていました。そんな
様子を今回はご紹介します！

体重

増え
たかな

？

管
理
栄
養
士
　
宮
原 

三
希
恵

保健師　新井田 晶

背は伸
びた

かな？

背は伸
びた

かな？ 大きくなりましたね！


