
24（土）13時30分～14時30分 　卓球をしよう　参加自由 

 5 （月）～10（土） 15時30分～16時　ゲーム週間
「スピードカップをしよう」　参加自由
14（水） 15時30分～16時30分　スポーツレクをしよう
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

 3 （土）・11（日）・17（土） 14時～14時30分　
おもいっきりASOBI「フラフープ」　参加自由

 3 （土） 11時～12時　こども会議
17（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※要申込  

17（土） 14時～15時　スタジオ会議
22（木･祝） 10時～14時　秋の味覚祭　定員：6人　
費用：200円　申込：5（月）～

25（日） 14時～14時30分　スポレク
「ストラックアウト」　参加自由　

10（土） 10時～12時　みんなで育てたおいもを食べよう！
（いももち作り）　定員：12人（申込順）　費用：200円　申込：1（木）～　 

　じごくは悪いことをした人が死んだあとに
行く恐ろしい場所、そんなイメージをふき飛ば
す、ゆかいな絵本をご紹介します。「じごく八
景」という落語を題材にした絵本です。子ども
たちはじごくのお話に興味津々。読み聞かせ
では、ここぞという時の一冊です。
　軽業師そうべえが、綱渡りから落ちて死ん
でしまいました。そのそうべえが暗い道の途中
で出会った、医者ちくあん、歯ぬき師しかい、山
伏ふっかいとともに、道中をまいります。三途
の川を越え、えんま大王の裁判を受け、なんと

4人ともじごく行きにされてしまいます。すて
きな色をしたおにたちに追い立てられ、恐ろ
しい場所につき落とされ、大おにに丸飲みさ
れるなど、大変な思いをします。ところが、じご
くのおににも想像がつかない方法で、4人は知
恵を出し合い、じごくをくぐり抜けていきます。
最後のそうべえの大活躍が見ものです。
　「じんどんき」ファンの司書としては、彼が
気の毒でなりません。「じんどんき」が何者か、
彼になにが起こったのか、ぜひ読んでみてく
ださい。　（八幡小学校司書 二階堂 さと美）

9月 児童館の行事

「どならない、たたかない、おどかさな
い」しつけのヒントを学ぶ、子育て講座
の体験版です！

対象　3歳～12歳くらいのお子さんの保護者
日時　30（金） 10時～11時30分
場所　花川南コミセン（花川南6･5）
講師　家庭児童相談員
持ち物　筆記用具
定員　16人（要予約、申込順）
費用　無料
そのほか　無料託児あり※要予約、申込順（受講
者氏名・住所・電話番号・託児希望の有無・お子さんの名
前・月齢含む年齢をお知らせください。託児場所は花川南
コミセンの和室です）

申込期限　23（金）
申込・問合せ　こども相談センター

☎72･3195　572・3071

献立例
栄養バ

ランスのいい

主食

主菜

副菜

副菜
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市民図書館「本館おはなし会」
日時 3（土）・10（土）・11（日）・17（土）・18（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 フルーツ白玉

　フルーツ白玉は、給食でも人気メニューの一つです。今
回は、お月見にお供えする団子にちなんで白玉を使って

います。手作り白玉は、水を同量の豆腐に変えると豆腐白玉にもなります。
　合わせる果物をお好みのものに変えてもおいしいです。ぜひご家庭でも手
作り白玉を作ってみてはいかがでしょうか。

＜材料2人分＞
白玉粉40ｇ、水40ml、みかん缶40ｇ、白桃缶20ｇ、パイン缶20ｇ

学校司書のオススメ本『じごくのそうべえ』たじまゆきひこ／作　　童心社
読んでみよう！読んでみよう！

ナン
カレーシチュー
ブロッコリーサラダ
フルーツ白玉

＜作り方＞
① 白玉粉に水を少しずつ入れて耳たぶくらい
のかたさになるまでこね、一口大に丸める

② 鍋に湯を沸かし①をゆで、浮いてきたら
冷水にとる

③ 白桃とパインは汁をきり、好みの大きさに
カットする(みかんの汁は取っておく)

④ ②と③を合わせて、出来上がり

子育て練習講座

「そだてーる」紹介版
子育て練習講座

「そだてーる」紹介版
子育て練習講座

「そだてーる」紹介版

今月のアドバイザー

学校給食センター　栄養士
森村 央子さん



　毎年恒例の目玉企画。赤ちゃんた
ちの予想もつかない動きの連続に、マ
マやパパはハラハラドキドキ！赤
ちゃんたちの奮闘ぶりを観覧する
人々からは笑みがこぼれ、会場はあったかい雰囲気に包まれます。
日時　10/6（木）10時30分～11時※受付10時～

はいはい競争

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9
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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

15（木）

 6 （火）

14（水）

27（火）

14（水）

27（火）

 2 （金）

21（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

今回ご紹介するのは…「いしかり子育てメッセ2016」

「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/

いしかり

子育てネッ
ト会議の

キャラクタ
ーが

誕生！

10/5（水）～7（金）開催！
　子育て支援に関わる人や団体が大集合し、年に

一度開催されているイベント。お子さんと一緒に楽しめ
る企画や、子育て応援団体のパネル展示など内容盛りだく
さん。ママだけでなく、どなたでもぜひご参加ください！
時間　10時～15時※最終日は13時まで
場所　りんくる（花川北6・1）

地域で
　子育

て！

場　所　りんくる（花川北6・1）
問合せ　保健推進課 ☎72・3124 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。

そのほかのプログラム
5（水）
 10時～ オープニングセレモニー
 10時～12時 おもちゃのひろば
 10時20分～
 　10時50分 栄養士による食事のミニ講座・相談会

 11時～
 　11時30分 親子フラ体験会

6（木）
 10時～13時 おもちゃクリニック
 11時～12時 小樽キンダーリープのおもちゃの部屋
 11時20分～
 　11時50分 おもちゃのミニ講座

アットホームな雰囲気のイベントです。子育て中のママ

やパパはもちろんのこと、これからママやパパになる方や、

お年寄り、どなたでもお気軽に足を運んでいただきたいです。

いざ会場に着いたけれど1人では入りにくいなと感じた方など、

遠慮なくスタッフに声をかけてくださいね。

「子育てって楽しいんだよ！」ということを感じ

てもらえるようなイベントになるよう、スタッ

フが力を合わせて楽しみながら準備していま

す。ぜひお越しください！

　今年の講師は、HTB編成部所属で毎週火
曜深夜0時15分放送の『おにぎりあたため
ますか』を担当している佐藤麻美さん。野菜
ソムリエや調味料ジュニアマイスターなど
の資格を持ち、現在は育休中で2人の男の
子のワーキングママである佐藤さんが「子
育ては自分育て」をモットーに、食育や子育
てに関するお話をします。
日時　10/7（金）10時～11時30分
託児定員　20人（費用100円）　　申込期間　9/1（木）～※申込順

議長　佐藤 珠実さん
（くるみの木ひろば）
議長　佐藤 珠実さん
（くるみの木ひろば）

期間中
いつでも
観覧自由

子育てを応援する会やサークルが、日
ごろの活動内容を発信。子育ての最新
情報を知ることができます。

みんなで子育てをする動物・
おおかみです

同 時 開 催！
パネル展

おさるさん
の

赤いジャン
パーが目

印おさるさん
の

赤いジャン
パーが目

印

子育てセミナー2016
「子育ては自分育て～食と言葉のシャワーで育む」

佐藤麻美さん

申込・問合せ いしかり子育てネット会議事務局（子ども政策課内）☎72・3631


