
29（金） 13時～15時30分　体験教室「陶芸」
定員：20人　費用：300円　申込：4（月）～

 4 （月）～9（土） 15時30分～16時　
ゲーム週間「ぴっぐテンで遊ぼう」　参加自由

28（木） 14時30分～16時30分　夏休み工作「風鈴を作ろう！」 
定員：8人　費用：500円　申込：4（月）～

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 （土）・10（日）・16（土）・30（土） 14時～14時30分
おもいっきりASOBI「紙ひこうき」　参加自由

 2 （土） 11時～12時　こどもまつり実行委員会
 9 （土） 11時30分～14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　

24（日） 14時～14時30分　スポレク「スポンジテニス」参加自由
24（日） ①10時～12時30分 ②13時～15時30分　
あいぽーとワークス「チョークアート」　対象：小学1年生～高校生　
定員：各8人（申込順）　費用：1,000円　申込：4（月）～

31（日） 10時～14時　あいぽーとワークス「夏野菜でピザ作り」
対象：小学3年生～高校生　定員：6人（申込順）　費用：500円　
申込：4（月）～

 4 （月）～9（土） 15時～16時　けんだま検定週間　参加自由
28（木） ①10時～ ②13時～　
夏休み工作「革を学ぼう！革で作ろう！」　
定員：各回6人　費用：500円　申込：4（月）～

　紅南小学校の学校図書館には「北海道の本」
という棚があります。その中から私がオススメ
したい資料は『石狩さけ』というパンフレットで
す。26ページほどの薄い冊子ですが、その内容
は石狩とサケとの深い結びつきがギュッと凝
縮され、まとめられています。サケのさまざま
な呼び名の不思議から、生まれた川にどうやっ
て帰ってくるのか、アイヌ民族とサケの関わり、
おいしい石狩鍋を食べることができるお店や、
サケの調理法など、石狩のサケについて頭の先
から尻尾まで余すことなく知ることができる

とても優れた地域資料の１冊です。
紅南小学校では、子どもたちが「石
狩について調べる」という学習もし
ています。石狩で作られた資料を使って自分の
まちの名産について学ぶという調べ学習にも
活用されています。秋になるとサケがおいしい
季節になります。この「石狩さけ」を読んで、石狩
のおいしいサケを味わってもらいたいです。
　パンフレットは市内の各小学校図書館、市民
図書館で読むことができます。

（紅南小学校 学校司書 山本 怜奈）

7月 児童館の行事

　正しいボールの握り方、投げ方を知っ
て、コントロール良くボールを投げられ
るようになろう！ 

対象　市内小学1・2・3年生※保護者の参加も可
日時　①27（水）　②29（金）
　　　10時～11時30分
場所　①花川南コミセン（花川南6・5）
　　　②サン・ビレッジいしかり（新港中央1） 
講師 総合型地域スポーツクラブアクト
　　　運動指導員　寺島 聖人氏 
持ち物　上靴、動きやすい服装、タオル、
　　　　飲み物、お持ちの方はグローブ
定員　各30人※申込多数時抽選
費用　無料
申込期限　19（火）
申込・問合せ　スポーツ健康課
　　　　　　　☎72・6123

献立例
栄養バ

ランスのいい

主食

汁物

主菜

副菜
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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）・24（日）・30（土）・31（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 チンジャオロース

　チンジャオロースは、子どもたちに人気のメニューの一つ
です。豚肉には、ビタミンＢ1が豊富に含まれていて、ご飯な

どに多く含まれる炭水化物をエネルギーに変えるために必要な栄養素です。中
華スープなどと組み合わせて食卓に並べてみてはいかがでしょうか。
＜材料4人分＞
玉ネギ1/4個、ピーマン1個、豚もも肉100ｇ、たけのこ（水煮）60ｇ
酒小さじ1、片栗粉・ごま油各小さじ1/2、にんにく少々、ショウガ少々
【Ａ】醤油・砂糖各小さじ1、オイスターソース小さじ1/2、コチュジャン・豆板醤少々

学校司書のオススメ本 『石狩さけ』石狩都市農村交流推進協議会
読んでみよう！読んでみよう！

ご飯
春雨スープ
えびぎょうざ
チンジャオロース

皆さんも

ぜひ作ってみて

くださいね♪

＜作り方＞
①玉ネギは皮をむき、ピーマンはへたと種を取り、
それぞれ5ミリ幅に切る

②豚肉は1センチ幅に切り、酒をかけておく
③【Ａ】を合わせておく
④水溶き片栗粉を作る
⑤フライパンを熱してごま油をひき、にんにく・

ショウガを炒める
⑥⑤に豚肉を入れ、色が変わってきたら玉ネギと
千切りにしたたけのこを加え、炒める

⑦野菜に火が通ったら、③を加える
⑧④を加え、とろみがついたらピーマンを入れ、
さっと火を通したら出来上がり

子どもの体力向上事業

ボールの投げ方教室
子どもの体力向上事業

ボールの投げ方教室
子どもの体力向上事業

ボールの投げ方教室

今月のアドバイザー
双葉小学校

栄養教諭　吉田 絵里さん



場所　りんくる（花川北6・1）　　問合せ　保健推進課 ☎72・3124

ステップアップ離乳食教室
　2回食、3回食への進め方や、大人の食事からの取
り分け方法など栄養士が分かりやすくお話します。
※上のお子さんの託児希望の方は要相談

対　象　おおむね7～10ヵ月児と保護者
日　時　25（月） 10時30分～11時30分
場　所　りんくる（花川北6･1） 
持ち物　母子健康手帳、おむつなど普段出かける
　　　　ときの持ち物
定　員　20組（申込順）　　費　用　無料
申込期限　22（金）

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7
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健診・相談コーナー

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）

 5 （火）

20（水）

26（火）

20（水）

26（火）

 8 （金）

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

お邪魔したのは…「このゆびとまれ」

「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/

イベントの

詳細など
情報

もりだくさ
ん！

　離乳食を終えたお子さんを対象に給
食試食会を行っています。バランスの
いい献立は日々の食事の参考にも。
●日時　8（金）・15（金）・22（金）12時～
　費用　1食300円
　申込方法　木曜15時までに電話

給食試食会に参加しよう！

　広い園庭には芝生や砂場があるほか、夏には「じゃぶじゃ
ぶ池」で水遊びもします。暑い日にはぜひ行ってみよう！

じゃぶじゃぶ池で水遊び！

●22(金)　「お楽しみ会」10時20分～11時
年長さんと職員による太鼓演奏を一緒に楽しみましょう。

●29(金)　「夏祭り＆バザー」18時30分～20時15分
えるむの夏の風物詩！ 縁日や保護者・職員による
手作り品が並びます。

7月の行事予定

今年から毎日利用できる「このゆびとまれ」。
お子さんと一緒に遊んだり、保育園の様子を間近

で見たり、お母さんの“息抜きの場”としてもオススメで
す。給食試食会があったり、楽しい行事も待っています！

地域で
　子育

て！

　ここでは特に決まった部屋を設けず、園内のいろんな場
所でお子さんに遊んでもらい、お母さんとお話しています。園
児の様子を近くで見られるので、「親から離れてもこんなふうに
過ごせるのか」「小さくても手づかみでむしゃむしゃ食べられる
のね」など、きっとお母さんには感じるところも多いと思います。
　家の中にいると、些細なことに悩みがちです。そんなときこそ
ぜひ遊びに来てください。「この子は泣いて大変だったけど、ひ

と月したらすっかりなじんで、ほら、このとお
り！」なんて事例がいろんな先生からきっと
聞けますよ。帰るころにはお母さんの心が
すっかり軽くなるようスタッフ一同サポート

しますので、どうぞ気軽に足を
運んでみてくださいね！

問合せ ☎74・0696　■所花川北2・5・63えるむ認定こども園内

大豆入りじゃこごはん、
しめじ・大根・大根菜入りみそ汁、
鶏肉の南部焼、小松菜のなめ茸和え
りんご

高橋 珠己先生
たま み

▲給食の一例


