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　昨年大好評だった冬のひろば
を今年も開催します。たくさん
のおもちゃを用意して、お待ち
しています。好きな時間に来て
も大丈夫！ お弁当持参でゆっく
り遊ぶこともできます。
日　時　1/12（木）10時～14時
場　所　樽川南第一会館
　　　　（樽川8･2）
費　用　無料
問合せ　子育て支援ワーカーズ
　　　　ぽけっとママ
　　　　☎090・8636・2004

27（火） 10時～12時　木の実がいっぱい★カードスタンド作り★　
定員：20人　申込：1(木）～　費用：500円

 1 （木）～27(火） 15時30分～16時　みんなでモザイクアート!　参加自由
 5 （月）～10（土） 15時30分～16時　ゲーム週間「カルタをしよう」　参加自由
10（土） 10時～12時　クリスマスリースをつくろう　定員：5人　
申込：1（木）～　費用：400円

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）・17（土）・26（月） 14時～14時40分　おもいっきりASOBI
「イラストあそび」　参加自由
 3 （土）・10（土） 13時30分～15時　干支づくり　参加自由
 4 （日） 14時～15時　プログラミングで遊ぼう　参加自由
10（土） 11時～12時　こども会議
11（日） 10時～14時　クリスマスクッキング　定員：8人※要申込　
費用：400円

17（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

17（土） 15時～16時　スタジオ会議
24（土） 13時～15時　エゾシカ角クラフト　定員：10人　申込：1（木）～　費用：300円
25（日） 14時～14時40分　スポレク「スポーツおにごっこ」　参加自由

10（土） 9時30分～11時　クリスマス工作「トールペイントでサンタの
ウェルカムボードを作ろう!」　定員：8人　申込：1（木）～　費用：500円

　子どものころから動物が好きで、『シートン動物記』
などをよく読んでいましたが、図鑑を眺めてもう見る
ことのできない動物や恐竜のことを考えるのも好き
でした。
　このシリーズでは絶滅した生き物を〈ヨーロッパ・ア
ジア〉〈南北アメリカ〉〈アフリカ・オセアニア〉と地域ご
とに分けて紹介しています。厚さは絵本程度、見開き2
ページでひとつの生き物を紹介する構成です。それほ
ど多くの種類は載っていませんが、その代わり味のあ
るイラスト、マンガ風に紹介された絶滅動物に関する
エピソード（神話や生態）などが読みやすく描かれて

います。
　ここに紹介された動物の多くは、人類が原因で絶滅
したものです。驚くほど大きな動物も、奇妙な姿の動
物も、美しい動物も、もう本を読んだり絵を見たりして
その姿を想像するしかありません。１巻のヨーロッパ・
アジア編には日本の動物も掲載されています。
　まだ見ることのできる変わった動物を紹介した、そ
の名も『珍獣図鑑』（ハッピーオウル社）という本もあ
るのですが……紙面が足りないのでこちらも一緒に
図書館などで探してみてください。

（緑苑台小学校司書　新屋 絵麻）

12月 児童館の行事

献立例
栄養バ

ランスのいい
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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）･25（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 かぼちゃサラダ

　自然な甘みが楽しめる「かぼちゃサラダ」は、
星型に切ったニンジンなどを加えると、クリス

マスにぴったりなメニューになります！ ぜひ作ってみてください。

＜材料2人分＞
かぼちゃ1/4個、きゅうり1/3本、コーン缶大さじ2、
マヨネーズ適量、ヨーグルト・塩・こしょう各少々

学校司書のオススメ本『世界の絶滅動物　いなくなった生き物たち』全3巻
エレーヌ・ラッジカク／ダミアン・ラベルダン 著読んでみよう！読んでみよう！

主食

副菜

その他

チキントマトスパゲティ
かぼちゃサラダ
フルーツ和え

＜作り方＞
①かぼちゃは小さめに切り、ゆでた
あと水を切って軽くつぶす

②きゅうりは、薄く輪切りにする
③ ① ② とゆでたコーン缶をマヨ
ネーズ、ヨーグルト、塩、こしょう
で和えて出来上がり

今月のアドバイザー

花川北中学校

栄養教諭　亀川 勇さん with オールスターズ
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日程　H29/1/19・26、2/2・7・16・23
　　　※2/7（火）以外は木曜

時間　10時～12時
場所　りんくる（花川北6・1）
対象　0歳～就学前のお子さんをもつ親
定員　10人※初めての方優先　　託児　あり（定員10人）
費用　おやつ代1,000円
　　　※初回に集めます。欠席した場合も返却できません

ファシリテーター NP-J認定ファシリテーター
 三浦ひとみさん、佐藤真由美さん
申込期間　12/1（木）～H29/1/6（金）※申込順
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

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12
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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

15（木）

 6 （火）

14（水）

20（火）

14（水）

20（火）

 5 （月）

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…ＮＰプログラム（ノーバディズ・パーフェクト・プログラム）

「ＮＰプログラム」に参加しよう！
　子育てに関する情報は、インターネットや育児書など
で簡単に手に入れられるようになった反面、情報が多
いからこそ「どれが正しいのか」「自分に合った方法な
のか」が分かりにくくもなっています。
　「NPプログラム」では、そんな子育て中の親が集い、
日ごろ感じている疑問や不安を出し合いながら、自分
にあった子育ての方法を見つけます。
　お菓子や飲み物もあり、和やかな雰囲気の中、“親”と
しての学びを進めてみませんか？

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/

年中さん（5歳児）健康相談
日　時　H29/1/11（水）9時30分～12時
内　容　問診、集団遊び（保護者の方には食育と
　　　　就学に向けての講話）
対　象　H23/4/2～H24/4/1生まれのお子さん
持ち物　母子健康手帳
　　　　年中さん健康相談票（決定後郵送）
そのほか　申込多数時は午後も実施の場合あり
申込方法　12/16（金）までに電話申込

 地域で
子育て！

今まで話し合われたこと

＊トイレトレーニングのこと
＊テレビの見せ方
＊夜の寝かしつけ方
＊言葉使いについて
＊保育施設情報
＊父親の役割について
＊きょうだいへの対応
＊おすすめスポット
＊簡単おすすめ料理
＊自分（母）の時間について
＊仕事について

感想いろいろ

「ママ友と話せそうで話せないこと
  を話し合えるよ」

「いろいろなお母さんから意見が
  聞けて、自分の考えが広がる」

「話に集中できて、リフレッシュ！」

「心が楽になる、肩の力が抜ける場」

「自分の話をみんなが聞いてくれて、
  自信がつくよ」

カナダ発祥の「親」学習プログラムみんなで
いろいろおしゃべり
しましょ♡

　待ってま〜す!『完 な親も子どももいない！』

という理念のもと、参加者が自

分の経験や関心のあることを話

すなどして主体的に参加し、親と

して自信をつけていくことが一番の

目的です。

　話の調整役となるファシリテー

ターがいるので、安心して話して

くださいね。 参 考

ＮＰ-Ｊ認定ファシリテーター

佐藤 真由美さん

予約制

▲その日、何を話し合うかは
　参加者が考えます


