
16（火） 13時30分～15時30分　夏休みの思い出を手形アー
トで作ろう！　定員：20人　費用：500円

 5 （金） 10時～12時　ペパ☆エコえんぴつをつくろう！　
定員：10人　費用：200円

26（金） 15時45分～16時30分　新聞遊び　参加自由　
持ち物：上靴

 1 （月）～6（土） 15時30分～16時　ゲーム週間「おばけキャッ
チをしよう」　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

 6 （土） 11時～12時　こども会議
 6 （土）･14（日）･20（土） 14時～14時30分　
「うちわで遊ぼう」　参加自由
 7 （日） 10時～15時　空高く打ち上げよう！水ロケット
対象：小学5年生～高校生　定員：9人　費用：500円

20（土） 11時30分～14時　スタジオ研修（対象：中学生・高校生）　
25（木） 17時30分～20時　スタジオ研修（対象：高校生のみ）
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40分　スポレク　「ドッヂボール」　
参加自由

 4 （木） 10時～11時　不思議実験☆ぷるぷるスライム作り
定員：10人　費用：250円

　あるアフリカの草原に、強くて素晴らしく大き
な雄のだちょうのエルフがいました。エルフは子
どもたちが大好きで、その日も子どもたちを背
中に乗せてドライブを楽しんでいました。その時
運悪くライオンに遭遇。エルフは子どもたちを守
ろうと必死に闘い、死闘の末勝利します。が、無傷
ではありませんでした。大切な足を一本食いちぎ
られてしまうのです。
　その日からエルフの生活は一変します。餌をと
ることも、子どもたちを乗せてドライブもできま
せん。始めのうちは、皆エルフを心配して餌を運

んでくれました。しかし、皆自分の家族
のことで精一杯。次第にエルフは皆
から忘れ去られていきます。
　この物語を読んで「エルフがかわいそう」「皆
のために闘ったのに、なんて残酷なのだろう」と
思うでしょう。でもエルフは誰をも憎みません。
それどころかその心を慰めたのは、命がけで
守った子どもたちの笑い声でした。
　1970年出版の絵本は、今も私たちに雄大な自
然の美しさと共に生きる事の厳しさを教えてく
れます。（八幡小学校図書館司書　加藤 紗恵香）

8月 児童館の行事
　子育てコーチングやいのちの話、親
子リトミックなど、同じくらいの年齢の
子どもを持つお母さんたちと一緒に学
びませんか？

対象　市内在住で
　　　0歳～3歳児の保護者

日時　8/23～9/27
　　　毎週火曜10時～12時

場所　りんくる（花川北6･1）
定員　大人16人、託児16人
費用　800円（調理材料費、お茶菓子代）、
　　　200円（託児お菓子代）

申込期限　16（火）※申込順
申込･問合せ　いしかり子育てネット会議

担当：ぽけっとママ

☎090･8636･2004

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 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

みよう！
作って 学校給食 なすの肉味噌炒め

　なすには体温を下げる働きがあり、暑い夏を乗り切るには最適の野
菜です。また、紫紺色の成分であるアントシアニン系の色素「ナスニ

ン」には抗酸化作用があり、老化を進める活性酸素を除去する効果も期待できます。この
ようにカラダにいいなすを使ったこちらのレシピ、ぜひご家庭でも作ってみてください。

＜材料2人分＞
なす１本、玉ねぎ1/4個、にんじん1/6本、豚ひき肉50ｇ、ショウガ・ニンニク少々、炒め油適量、
片栗粉小さじ1、水小さじ2
【A】赤みそ大さじ1/2、砂糖小さじ1、しょうゆ・みりん・酒各小さじ1/2

学校司書のオススメ本『かたあしだちょうのエルフ』おのき がく／文・絵　　ポプラ社
読んでみよう！読んでみよう！

ご飯
吉野汁
焼き魚
なすの肉味噌炒め

＜作り方＞
①なすは乱切り、玉ネギは薄切り、ニンジンはいちょう切り、
ショウガとニンニクはみじん切りにする

②鍋で油を熱し、ショウガとニンニクを入れ、豚ひき肉を炒める
③ニンジン、玉ネギを入れて炒め、火が通ったらなすを加える
④【A】を入れ、味を調える。水溶き片栗粉でとろみをつけたら
出来上がり

ぴよぴよ広場（全6回）ぴよぴよ広場（全6回）ぴよぴよ広場（全6回）

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
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。



5月～10月まで毎月2回、園庭を
開放しています。8月は下記日程
で実施します。※雨天中止
●3（水）・10（水）　10時～11時

8月の園庭開放

はじめての離乳食教室
対　象　4～6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　29（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　24（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

場所　りんくる（花川北6・1）　　問合せ　保健推進課 ☎72・3124

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8
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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

25（木）

 2 （火）

24（水）

30（火）

24（水）

30（火）

 8 （月）

23（火）

～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…「ゆうゆう♡友愛」

「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！

「ゆうゆう♡友愛」では10月まで園庭開放
しています。園児と一緒に遊べるのはもちろん、

保育士さんに気軽に育児について相談できるのも魅
力です。ぜひ遊びに行ってみませんか？→8ページ
「ゆうゆう　まきば」の園庭開放にも行ってみよう！

地域で
　子育

て！ 問合せ ☎73・6686　■所花川南8・3・153・3 友愛保育園内

ここではお子さんが園庭で園児たちと一緒にのびのび遊ぶ
ことができます。また、お母さんも子育てで日ごろ気になるこ
とがもしあればお気軽にご相談ください。例えば赤ちゃんの虫
歯のこと。今、意外に悩んでいるお母さんが多くて、「夜中に授乳
したら、そのまま寝ないで、濡らしたガーゼで赤ちゃんの歯を
ちょっと拭いてあげて」「ミルクのあとに麦茶などでお口をゆす

いであげましょうね」などと具体的にアドバイスする
ことがよくあります。だからどうぞご遠慮なくお尋

ねください。気になることがあれば一人で悩む
前にこういう場をぜひ活用して、心配事を解
消してもらえればうれしいですね。

黒木 郁子主任先生

虫の観察
何をしているのかな？…と思ったら
昆虫観察でした！時には図鑑と見比
べて熱心に話し合う姿も。

年齢差を超えてみんな仲良く
園庭では、年長さんが年少さ
んの面倒を見るなど、さなが
ら兄弟姉妹のように仲良く
皆で一緒に遊んでいました。

砂場
今、公園の砂場は衛生面などでちょっと心配なこと
もありますが、園庭の砂場なら大丈夫！　スコップ
やバケツ片手に無心に遊ぶ園児たちがとても印象
的でした。


