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春休み一時利用申込

対象児童　小学生※低学年優先
利用期間　学校春季休業日
　　　　　（日曜･祝日除く）
利用時間　8時～18時30分
利 用 料　日額300円※別途保険代
必要な物　印鑑、金融機関口座番号
受付期間 2/20（月）～3/3（金）
　　　　　※申込順

そのほか　新1年生は4/1から
　　　　　利用できます
申込・問合せ　こども家庭課
　　　　　（市役所1階18番窓口）
　　　　　　　　☎72･3192 
　

18（土） 13時30分～15時　ワクワクドキドキ雪あそび　参加自由
※雪遊びができる服装で来てください

25（土） 13時30分～15時　プログラミングであそぼう！　定員：12人

 4 （土） 15時～16時　スノーキャンドルをつくろう　参加自由
※外遊びのできる服装･手袋、雨天中止

 6 （月）～10（金） 15時～　ゲーム週間「ぴっぐテンをしよう」　参加自由
25（土） 14時～15時　プログラミングであそぼう！

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

 9 （木） 17時30分～20時、25（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（9日は高校
生のみ）　定員：12人※要予約　

11（土・祝） 11時～12時 こども会議　 15時～16時 スタジオ会議
12（日）･18（土） 14時～14時30分　おもいっきりASOBI 「新聞で
遊ぼう」　参加自由

12（日）～18（土） 15時～15時30分　館内装飾「桜並木道」　参加自由
26（日） 11時 ～12時　プログラミングであそぼう！
26（日） 14時～15時30分　スポレク「特別企画　あいぽーとマッチ
～卓球～」　エントリー受付：11（土・祝）～

18（土） 9時30分～10時30分、13時30分～14時30分　牛乳パックで
作って遊ぼう！～紙トンボ･ぶんぶんごま　定員：20人

25（土） 13時30分～15時　プログラミングであそぼう！　定員：8人 

　たくさんの悪事を働いた大泥棒犍陀多は
地獄へ落とされ、その姿がお釈迦さまの目
に止まりました。犍陀多がかつて、一匹の蜘
蛛を殺さずに助けてやったことがあったの
を思い出したのです。一片の慈悲の心を持
つこの男を地獄から救い出してやろうと考
えたお釈迦さまは、蜘蛛の糸をはるか下の
地獄の底へとおろしました…。
　本書は『芥川龍之介全集』（筑摩書房）の
「蜘蛛の糸」を底本としています。読みやすい
ように旧かなづかいを新かなづかいにあら
ため、一部の漢字をひらがなにし、あとは原
文のまま。最近の絵本とは語調が違うので、

読む子どもたちの顔色も変わりま
す。「あれ、なんかヘン」とでも言い
たげ。それでもおどろおどろしい絵に引き
つけられるようで、人気は上々です。最後に
犍陀多が地獄の底へ落ちていくところなど
は物語と合わさって本当にこわいです。読ん
だ後には「地獄には落ちたくないものだ」と
感じる人も多いことでしょう。物語を理解す
るのはおよそ高学年からですが、興味を
持った人はぜひ手に取ってみてください。人
の持つ悪の気持ちがどういうものかを、こ
の本は教えてくれます。

（南線小学校司書　小野 愛）

2月 児童館の行事

献立例
栄養バ

ランスのいい

10広報  いしかり  2017.2

市民図書館「本館おはなし会」
日時 4（土）･11（土･祝）･18（土）･19（日）･26（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 もずくのみそ汁

　給食で使用するもずくは、石狩市の友好都市である沖縄県恩納村で採
れたものです。もずくの主成分であるフコイダンは、免疫力を高め、美容

にも良いといわれています。沖縄の海の恵みを、ご家庭でもぜひ味わってみてください。

＜材料4人分＞
もずく80g、油揚げ1枚、ジャガイモ1個、長ネギ5㎝、みそ大さじ2、煮干し適量

学校司書のオススメ本『蜘蛛の糸』 芥川 龍之介／作　遠山 繁年／絵　　偕成社

読んでみよう！読んでみよう！

主食

汁物

主菜

副菜

ご飯
もずくのみそ汁
望来豚シューマイ     
沖縄チャンプルー

＜作り方＞
①煮干しでだしをとる
②油揚げは細切り、ジャガイモは一口大の大きさ、長ネギは小口
切りにカットする

③①にジャガイモを入れ、火が通ったら油揚げ・もずくを加える
④煮立ったらみそを溶き、味を整える
⑤最後に長ネギを入れて、出来上がり

今月のアドバイザー

双葉小学校

栄養教諭　佐藤 桃さん ＆青オニ

かん だ　た

く　も

たくさん食べて
風邪とオニを
追い払おう！



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/

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2
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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

16（木）

 7 （火）

15（水）

21（火）

15（水）

21（火）

 6 （月）

24（金）

～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… 石狩市子育て練習講座 「そだてーる」
　「そだてーる」は、何度言っても子どもが言うことを聞かな
いとか、イライラしてつい怒鳴ってしまうなど、子育て中に悩
んでいる親を対象に開いている講座です。取材で訪れた日の
テーマは「自分自身をコントロールする教育法」でした。

「自分自身をコントロールする教育法」とは？
　親の指示に従わず、子どもが感情的になって反抗したり、
泣き叫んだり、すねたりといった親子間の緊張が高まる場面
での対処方法です。ぜひお試しください。

 地域で
子育て！

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　20（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　15（水）までに電話申込
　
両親教室 
日時　26（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　22（水）までに電話申込

そだてーる講師 家庭児童相談員

山崎 美佳枝

ステップ1 落ち着くこと

1. まずは親が落ち着く
2. 子どもに落ち着くための方法を教える
3. 子どもが落ち着くまでの時間を与える

ステップ2 フォローと教育

1. 共感的表現で話す
例「あなたが○○したい気持ちは分かるよ」

2. 今の状況を説明する
例「今日みたいにキレても良いことは何もないでしょ？
　　落ち着いてきたら何が悪かったか分かるよね」

3. 落ち着くヒントを子どもに教える
例「少し落ち着いたかな？今度からワ～ッてなりそうになったら
　　深呼吸するといいよ」

4. 落ち着くヒントを練習させる
例「一度やってみようか、さあ深呼吸してみて」

5. 元の状態に戻る
例「今は宿題する時間だったんだよね。怒鳴ったり脅しても
　　何も変わらないよ。怒鳴って暴れたことは謝って、
　　これから宿題をしなさい」

親子ともに
話し合いができる
ようになったら、
ステップ２へ！

親と子のコミュニ
ケーションに着目したこの
講座は、1セット７回の

講座を年２～３セット行って
いますので、ぜひ興味のある
方はご連絡くださいね。

こども相談センター
☎72・3195

受講生が親役と子役となりロールプレイングも

講座が開催された場所

地域子育て支援センター こあらくらぶ

　こあらくらぶは子どもはもち
ろん、お母さん同士でゆっくり・
ゆったりとした時間を過ごせま
す。ぜひ遊びに来てください！

板木 弘恵先生

問合せ　■所 八幡1丁目433-14
くるみ保育園内　☎66・4500


