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市民図書館「本館おはなし会」
日時　　2（土）・9（土）・10（日）・16（土）・17（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 ナムル

＜作り方＞
①ニンジンは皮をむき、キュウリはへたを
切って、それぞれ2㎝の千切りにする

②鍋に水を入れ沸かし、①ともやしを入れる
③ゆでたら冷水に取り、水気を切っておく
④【A】と白いりごまで和えたら出来上がり

　ナムルは、給食の野菜のおかず（副菜）の中でも子ど
もたちに人気の一品です。いろんな野菜でアレンジも

しやすく、食物繊維や鉄分を考え、切り干し大根をプラスしたこともあり
ますよ！こちらも大変おいしいのでぜひ皆さんも試してみてくださいね。

＜材料4人分＞
ニンジン1/5本、キュウリ1/2本、もやし1/3袋、白いりごま小さじ1/2

【A】しょうゆ小さじ１、砂糖小さじ1/2、ごま油小さじ1/2

学校司書のオススメ本

　日本語には「１冊」や「１枚」「１匹」など数
字の後ろにつく言葉、さまざまな助数詞が
あります。そのため数え方辞典や辞書はた
くさん出版されていますが、本書はその中
でも「１本」にだけこだわった辞書です。
　言語学の教授である著者が留学生の友
人に「数え方の中でも『本』が分からない」、
と言われたことをきっかけに、どういうと
きに「本」を使うのか調べ始めます。辞書で
意味を調べ、学生たちにどういうものを
「本」と数えるのかアンケートを取り、実際
に「本」と数えるものを探し、家具屋さんや

駅員さんに由来を尋ねます。さ
らに博物館などで「本」の歴史を調べ……
と、この「１本」を調べる過程はまさに調べ
学習や自由研究のお手本そのもの。立方体
を何個つなげたら、「個」から「本」になる
か？ ヘビは「１匹」だけど抜け殻だった
ら？など、なるほど！という発想が面白い
です。
　本書で見つかった「１本」と数えられるも
のはなんと350以上！ 長いもの、だけでは
ないさまざまな「本」の使い方を改めて確認
できます。（緑苑台小学校司書　新屋 絵麻）

『みんなでつくる１本の辞書』
飯田 朝子／文　　寄藤 文平／絵　　福音館書店読んでみよう！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

23（土） 14時30分～15時
ボードゲームであそぼう「ゴーストタワー」　参加自由

18（月）～23（土）  15時～15時30分
トランスパレントで児童館を飾ろう

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

4月 児童館の行事

白飯
麻婆豆腐
春巻き
ナムル

　小さなお子さんがいてもママたちが安心して
ティータイムを楽しめるのがこちら。レンガ造り
の空間で、お子さんには木の砂場や楽しいおも
ちゃを、ママには手作りお菓子やハーブティーな
どを用意しています。月に１回、わらべうたなど
お楽しみの日もあります！！
日　時　5/11～11月末の毎週水・木・金曜
　　　　10時30分～15時※祝日除く
場　所　花畔1･1
問合せ　☎090・8636・2004（三浦さん）
【レンタルＢＯＸ　利用者募集中！】
　店内にある棚を有料でお貸しします。手作り雑
貨などのミニショップを始めてみませんか？

アートウォームカフェ　ほわぽわアートウォームカフェ　ほわぽわアートウォームカフェ　ほわぽわ

 2 （土）・10（日）・16（土）・30（土） 14時～14時30分
おもいっきりASOBI　参加自由

 9 （土）・23（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　 　　 

29（金・祝） 14時～14時40分　スポレク
30（土） 11時～12時　こども会議

11（月）～16（土） 14時～15時
めざせ! ゲーム王!! ゲーム大会週間　参加自由

今月のアドバイザー

双葉小学校

栄養教諭 吉田 絵里さん
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ボランティアの方、募集しています！ボランティアの方、募集しています！ボランティアの方、募集しています！



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4
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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　子ども政策課 ☎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

21（木）

12（火）

20（水）

26（火）

20（水）

26（火）

 4 （月）

28（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

いしかりファミリー・サポート・センター

サポート会員養成講習会

「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/

　講習会では、小児看護の基礎知識や子どもの事故防止などを具体的

に学ぶ一方、石狩における子育て事情など、広く深く子育てについて学

んでいきます。講師陣もその道のプロフェッショナルで、とても丁寧に教

えてくれますよ！ 私もこの講習会の1期生で、3人の子育てがひと段落し

た後、「こういうサービスが欲しかった！」という思いから

サポート会員になりました。ママたちに感謝されたとき

の喜び、達成感はひとしおで、ぜひこの気分を一人でも

多くの方に味わってもらいたいと思っています。子育

て経験があって、子どもが大好きという市民の皆さ

ん、講習会だけでもぜひ足を運んでみませんか？　

年に1度のこの機会をどうぞお見逃しなく！

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！

対象　健康で子どもの好きな
18歳以上の方

日時　5/16・30、6/6・13・20・
27、7/4（全て月曜）
9時～13時 ※このほか小児
科医による講義も１日あり

場所　りんくる（花川北6・1）
定員　20人
費用　2,571円（テキスト代）
申込期限　5/6(金)
申込・問合せ　
いしかりファミリー・サポート・
センター　☎72･5552（月～
金曜9時～17時） 

講習会

いしかりファミリー・サポー
ト・センターが主催する、サポート

会員のための講習会が今年も5月から
始まります。子育ての専門家の話が聞け
たり、イマドキの子育て事情を知ること
ができますよ！ 一緒に地域の子育て
パートナーを目指しませんか？

地域で
　子育

て！

サポート会
員とは？

サポート会
員とは？

有償（1時間600円～）で
子育てを援助する、地域の
子育てパートナーです！

ケアと援助について
産後ママをサポートするために知っ
ておいてほしいことを座学＆実習で
学びます。

栄養について
市の管理栄養士や専門
家から離乳食や子ども
の食生活などについて
学びます。

子どもの遊びについて
保育士が教える、おすすめのおも
ちゃや子どもとの安全な遊び方！

アドバイザー
小黒 晶子さん


