
18（土） 13時30分～15時　プログラミングであそぼう「ビスケット」
25（土） 13時30分～15時30分　わくわくシアター♪

  6（月）～11（土） 15時30分～　ゲーム週間「ぼうずめくりをしよう」
参加自由

  7（火） 15時～16時　プログラミングであそぼう
11（土） 11時～12時　カローリング教室　定員：15人　上靴持参 

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

  2（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（25日は高校
生のみ）　定員：12人※要予約

  4（土） 11時～12時 　こども会議
  4（土）・11（土） 15時～16時　スタジオ会議
  5（日）･18（土）･25（土） 14時～14時30分　おもいっきりASOBI
「タグおにごっこ」参加自由
11（土） 14時～15時　プログラミングであそぼう！
12（日） 13時～16時　スタジオ会議主催「あいぽーとフェスティバル」
26（日） 14時～14時40分 スポレク「あいぽーと人気No.1種目」 参加自由

  4（土） 13時30分～15時　わくわくシアター
11（土） 13時～15時　プログラミングであそぼう！　定員：4人

　今年の冬も寒かったですね。寒い日に欲し
いのが毛糸の物です。セーター・帽子・手袋…
北海道の冬には欠かせませんね。今回紹介す
る本には「ふしぎなけいと」が出てきます。私
もこんな毛糸が欲しいです！
　ある小さな町に、アナベルという女の子が
いました。アナベルはある日、箱を拾いまし
た。箱の中に入っていたのは色とりどりの毛
糸です。アナベルは最初に自分のセーターを
編みました。そして次に犬のマース、男の子ネ
イト、ネイトの犬、とセーターを編みましたが

毛糸はまだ残っていました。そしてアナベル
はもっといろいろな物を毛糸で編んでいき
ます。果たして毛糸は無くなるのでしょうか？
　この絵本で目を引かれるのは、絵です。ア
ナベルが毛糸でセーターを編む前までは町
も人も色がなく、モノクロの世界でした。それ
が毛糸でいろいろな物を作ることにより、町
も人も色鮮やかになっていくのです。この不
思議な毛糸がモノクロな人々の心も色鮮や
かにする温かいお話です。

 （花川南小学校司書　有路 千夏）　

3月 児童館の行事
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市民図書館「本館おはなし会」
日時 4（土）・11（土）・12（日）・18（土）・19（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 ビビンバ

　野菜を多く使用したメニューですが、炒めることでかさが減り、
たくさん食べることができる給食のメニューの中でも人気の一品

です。お好みで豆板醤を入れると、辛みで食欲が増進します。ぜひご家庭でも作り、ご飯
によく混ぜたくさん食べて、今年度の残り１カ月も元気に過ごしましょう。

学校司書のオススメ本『アナベルとふしぎなけいと』
マック・バーネット／文　ジョン・クラッセン／絵　なかがわ ちひろ／訳  あすなろ書房読んでみよう！読んでみよう！

今月のアドバイザー

花川小学校

栄養教諭　土谷 友恵さん

　ペープサート※や絵本の読み
聞かせを予定しています。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。ぜひ遊びに来てくださいね。
申込不要、参加費無料。※紙人形劇
日　時　2（木）10時～14時
場　所　樽川南第１会館

（樽川8･2）
問合せ　子育て支援ワーカーズ

ぽけっとママ
　　　　☎090･8636･2004
　

献立例
栄養バ

ランスのいい

＜材料2人分＞
豚肉40ｇ、たけのこ20ｇ、長ネギ10ｇ、ニンジン10ｇ、小松菜20ｇ、もやし40ｇ
酒･ごま各小さじ1/2、おろしニンニク･おろし生姜各少々、ごま油小さじ1
【A】みりん・しょうゆ・砂糖各小さじ1

主食

汁物

主菜

副菜

ご飯
中華スープ
小龍包     
ビビンバ 

＜作り方＞
①千切りにした豚肉に酒をかけておく
②たけのこ･ニンジンは千切り、長ネギは細かい小口切り、小松菜は1㎝幅
に切る 

③たけのこ、ニンジン、小松菜、もやしをゆで、取り出して水気を切る
④熱したフライパンにごま油をひき、生姜、ニンニク、長ネギを炒める。香
りがしてきたら豚肉を炒める  

⑤火が通ったら、③を合わせて炒める
⑥【A】で味を整え、ごまを入れて出来上がり！

あり じ

冬のおもちゃのひろば冬のおもちゃのひろば冬のおもちゃのひろば 第2弾

お
内
裏
様
と

一
緒
に
食
べ
た
い
な
♡



■所 パストラル会館（樽川6・2）　■時 10時～12時

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。

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3
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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

23（木）

 7 （火）

22（水）

21（火）

22（水）

21（火）

 3 （金）

15（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…ファミサポ「出前こっこひろば」
ファミサポ会員たちの
月1回の交流のひろばです

　いしかりファミリー・サポート・センターでは、毎月第3
水曜にパストラル会館で会員交流のための移動おもちゃ
のひろばを開催。出入りも自由で、気軽に利用できます。

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/

 地域で
子育て！

参加者の声

3/15（水）開催
まずは登録（無料）を！

こっこひろばには、家には
ないいろいろなおもちゃが

たくさんあって、子どもが夢中
になって遊んでくれるので助か
ります。

宮田 あゆみさん

　引っ越してきたばかりで近所にお友達が
いない方や、小さな子どもがいると家にこもり

がちだという方など、お出かけ先の一つとして
気軽に遊びに来てもらえたらうれしいです。
　育児に関する困り事など、何か気になるこ
とがあればサポート会員にお話ししてくださ
い。問題の解決にはならないかもしれませ
んが、話してスッキリしたとおっしゃる

ママはたくさんいますよ。

こっこひろばでは木のおもちゃで遊んだり、絵本やわらべ歌遊びも大人気です。
お昼寝＆オムツ替えコーナーもあります。

　ファミサポ「出前こっこひろば」を利用するには登録が必要
です。当日その場でも登録できます。
対象　市内在住・在勤の方
費用　無料
問合せ　いしかりファミリー・
　　　　サポート・センター
　　　　☎72・5552※平日9時～17時

「ファミサポ」ってなに？
　子育ての援助をして欲しい人（依頼
会員）の要望に応じて、子育ての援助
をしてあげたい人（サポート会員）を紹
介し、お互いの理解と協力のもとに有
償で子どもを預かる会員組織です。

◎サポート会員は、センター実施の養
　成講座を修了した方です。
◎会員になるには会員登録（無料）が
　必要です。

依頼会員として、
ファミサポを利用

しています。一番下の
子の予防接種のとき
に、サポート会員さんに
わが家に来てもらって、
上の子2人を見てもらい
ました。とても助かって
います。今後も利用し
ます！


