
冬休み放課後児童クラブ冬休み放課後児童クラブ冬休み放課後児童クラブ

　放課後児童クラブでは、
保護者が仕事などで昼間
不在の小学生を対象に、冬
休み中「一時預かり」を行っ
ています。
対　象　小学生
利用期間　学校冬季休業日
（日曜･祝日･12/29～H29/1/3を除く）
利用時間　8時～18時30分
費　用　300円（日額）※別途保険代
必要な物　印鑑・金融機関口座番号
申込期間　21（月）～12/2（金）※申込順
申込・問合せ　こども家庭課
（市役所1階18番窓口）☎72・3192

一時利用申し込み

26（土）13時30分～15時30分　
児童館にクリスマスの飾りつけをしよう！　参加自由

 7 （月）～12（土） 15時30分～16時　ゲーム週間「ドブルをしよ
う」　参加自由

14（月）～19（土） 16時～16時20分　運動遊び「記録にチャレン
ジ」　参加自由　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 （木･祝） 13時30分～15時30分　やきいもパーティー　定員：20人
 5 （土）・12（土） 13時～15時　こども会議
 5 （土）・13（日）・23（水・祝） 11時～12時　
おもいっきりASOBI 「カプラ」　参加自由

 9 （水） 15時30分～16時　不審者対策訓練　参加自由
19（土） 14時～15時　くらやみ迷路　参加自由
23（水･祝） 14時～15時　プログラミングで遊ぼう　参加自由
24（木）～30（水）　館内装飾「クリスマス装飾」　参加自由
26（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

26（土） 15時～16時　スタジオ会議　
27（日） 14時～14時50分　スポレク「タグラグビー」　参加自由

12（土） 13時30分～14時30分　電子レンジで簡単クッキング！
～マフィン作り～　定員：10人　申込：1（火）～　費用：250円

　私は普段、市民図書館の本館で働いていますが、
週１回ずつ石狩小学校と生振小学校で学校司書と
して、図書室の整理や授業支援などを行っています。
　今回ご紹介する本ですが、出会ったのは私が小学
４年生くらいのころでした。「本ってこんなに面白い
んだ」と気づかせてくれた、私にとって大切な一冊
です。小学校中学年から対象になっていますが、子
どもから大人まで楽しめるお話だと思います。
　物語は、夏休みに小学6年生のリナがお父さんに勧
められるまま霧の谷へ向かうところから始まります。
やっと着いたその町は「働かざる者食うべからず」が

モットー。小学生のリナももちろん働かな
くてはいけないので、滞在中は町にあるい
ろいろなお店の手伝いをすることになり
ます。しかしこの町の住人は少し変わった人が多く、
行く先々のお店で不思議なことが起こります。リナは
楽しい夏休みを過ごすことができるのでしょうか？
　私は物語が進むにつれてどんどん成長するリナ
が好きで、何回も読み返しました。少し変わった住
人たちとの不思議な出来事を、ぜひ一緒に体験して
みてください。

（石狩小学校、生振小学校司書　佐藤 由紀）

11月 児童館の行事

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 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 きんぴらごぼう

　一般的なものはゴボウとニンジンですが、学校給食ではしらたきやち
くわなどを入れて、和風メニューでも食べやすく調理しています。ちく

わの代わりに豚肉を入れるのもおススメです。
　11月8日は「11（いい）8（は）の日」です。ご家庭でも「よくかむメニュー」として、きんぴら
ごぼうを作ってみてくださいね。

＜材料2人分＞
ゴボウ（中）15㎝分、ニンジン3㎝分、しらたき20ｇ、ちくわ1本、白いりごま少々、ごま油適量
【Ａ】しょうゆ大さじ1/2、砂糖小さじ1弱、酒・みりん小さじ1/2

学校司書のオススメ本 『霧のむこうのふしぎな町』
柏葉 幸子／作　講談社読んでみよう！読んでみよう！

ごはん
大根のみそ汁
さんまの煮付け
きんぴらごぼう

＜作り方＞
①ゴボウとニンジンは千切りにし、ゴボウは水にさらす
②ちくわは縦半分に切り、斜め切りにする
③しらたきは下ゆでする
④熱したフライパンにごま油をひき、①を炒め、②③を加えてさらに炒める
⑤【Ａ】を加え、水気がなくなるまで炒める
⑥白いりごまを合わせて、出来上がり

今月のアドバイザー

花川小学校

栄養教諭　土谷 友恵さん
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日程　11/24（木）
対象　肩こりや腰痛で困っている生後2カ月～10カ月の

お子さんをもつ方
場所　りんくる（花川北6・1）
持ち物 バスタオル（ヨガマット可）、飲み物、　　　　　

着替え（必要な方）
定員　12人
費用　無料
見守り託児　お母さん1人につき、1人まで（双子などは除く）
申込方法　11/10（木）までに電話
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）☎72・3631

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11
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健診・相談コーナー

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）

29（火）

16（水）

29（火）

11（金）

22（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

今回ご紹介するのは…「お母さんのための骨盤ケア」
～赤ちゃんと一緒♪

産後ママのための初めての講座です！
　産後は、おんぶや抱っこ、睡眠不足などで肩こりや腰
痛になりがち。たまには自分のカラダに目を向けてみ
ませんか？　バランスボールを使った運動を通して心
とからだをリフレッシュしましょう！運動後には、赤
ちゃんからのサイン（ベビーCue）のお話もあります。

当日はバランスボールを使っ
てのケアが中心。抱っこやお
むつ替えの動作を生かした
ケア方法もお伝えします。

問合せ　子ども政策課 ☎72・3631

「子育てネットマガジン」と
「いしかり子育てネット」で！

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/

赤ちゃん　　と一緒にどうぞ♪

 地域で
子育て！

天使大学講師

澤田 優美先生

10時20分～11時15分　バランスボールを使った運動プログラム
11時15分～11時30分　休憩
11時30分～11時50分　講話～赤ちゃんとのコミュニケーション
11時50分～12時10分　グループワーク

プログラム

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　21（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　16（水）までに電話申込　
両親教室 
日時　27（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（木）までに電話申込

骨盤ケア

赤ちゃんが表す
サインをどのよう
に読みとったらいい
かをお伝えします。

ベビーCue

11/24（木）開催

北海道教育大学岩見沢校准教授

寅嶋 静香先生
とらしま

Cueを
ぜひ知って
くださいね！

いい汗
かきましょう！


