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6月23日(木)～7月6日(水)は石狩市掲示板あい・ボードに子育て情報満載の「いしかり子育てネットMagazine(Vol.64)」があります。

【ワンポイントレッスン「からだを使って遊ぼう」】
対象  2歳以上のお子さんと保護者
日時  7月8日（金） 11:00～11:30
持ち物  動きやすい服装、運動靴
定員　10組　※要予約
【たなばた飾りを作ろう】
日時  7月13日（水）・14日（木）11:00～11:30
【7月のお誕生会】
日時  7月19日（火） 11:30～12:00

園庭やホールを開放します。

気温の高い日は水・プール遊びをしましょう。
持ち物　タオル、着替え（水着等）、ビニール袋

■所 八幡1-433-14  くるみ保育園  ☎66-4500
日時  毎週火・水・木曜  10:00～12:00

■所 花川南4-3  南線光の子保育園  ☎73-0773
日時  毎週月・火・水曜 10:00～12:00

■所 花川東93-5  えるむの森保育園  ☎71-2013

■所 花川北2-5  えるむ保育園  ☎74-0696
日時  毎週金曜  10:00～11:30
※7月29日（金）はお休み

■所 花川北児童館（花川北3-2 ☎74-2884）
    おおぞら児童館（花川南1-1 ☎73-4849）
    花川南児童館（花川南8-3 ☎72-7311）
日時  毎週月曜～金曜 9:30～11:30

■所 浜益区川下  はまます保育園  ☎79-2264
日時  毎週木曜 10:00～11:15

マ ガ ジ ン

就学前のお子さんと
保護者向け

■所 花川北7-1  こども未来館「あいぽーと」内
ＮＰＯ法人こども・コムステーション・いしかり ☎76-6688
日時  毎週月～土曜 10：00～16：00

20日（水） 11:30～11:45　栄養士講座

★子育てサロン 毎週月・水・金曜 10:00～12:00
☆よちよちサロン（１歳半まで） 毎週火曜 13:30～15:00
子育てサークル開放 毎週木曜 10:00～12:00

  4日（月）～8日（金） ★身体測定週
  5日（火） ☆身体測定
19日（火） ☆育児の知恵袋「おやつの試食会」
　　　　  （14：00～バナナケーキ）
25日（月） ★七夕飾り作り
29日（金） ★お誕生日お祝い会

  4日（月） 七夕飾り作り
15日（金） 船を作って遊ぼう
25日（月） 水遊び

■所 花川南9-4  花川南保育園  ☎73-8900
日時  毎週月・水・金曜 10:00～12:00

TOPICS

7月26日（火）～8月18日（木）の期間は学
校夏季休業期間のためお休みです。

児童館名 日時・内容 場所・問合せ
■所 花川北3-2
☎74-2884
■所 花川南1-1
☎73-4849
■所 花川南8-3
☎72-7311

花川北児童館

おおぞら児童館

花川南児童館

■所 緑苑台小学校内
☎72-1704緑苑台子ども教室

紅南子ども教室

八幡子ども教室

シップ子ども教室

小学生向け

浜益子ども教室

■所 紅南小学校内
☎74-0327
■所 八幡小学校内
☎66-3305
■所 樽川6-2
☎72-5640
■所 厚田区虹が原
☎66-3331
■所 浜益小学校内
☎79-2114（生涯学習課）

パストラル子ども教室

16日(土)9:00～  バスツアー「さくらんぼ狩り」(浜益区)
定員46人(先着順)  費用 500円  申込1日(金)～

6日(水)16:00～  伝承あそび
参加自由
16日(土)10:00～  和を楽しもう  定員30人
費用100円(お茶・お菓子代)  申込 4日(月)～
4日(月)15:30～  バブロケットであそぼう(八幡小学校
グラウンド)  定員30人  申込 6月27日(月)～
28日(木)12:40～  プールへ行こう！ (南線小プール)
参加自由  ※プール道具持参
16日(土)13:30～  Let'sクッキング～！！
参加自由
6日(水)14:30～  かんたん！エコクラフト②
費用50円  参加自由

2日(土)  ①10:00～  ②13:00～
おおぞら児童館まつり  ※上靴持参
9日(土)13:00～16:00  花川南児童館まつり
参加自由　※上靴持参

【フルートとピアノによるコンサート】
日時  7月5日（火） 10:30～11:10
出演  フルート＆オカリナ奏者　後藤 幸恵
　　　さん、ピアノ奏者　佐藤 陽子さん
費用  無料
場所・問合せ  聚富保育園（厚田区聚富
　　　　　287-26）  ☎66-4241
【出前「こっこひろば」】
日時  7月12日（火） 10:00～12:00
場所  パストラル会館（樽川6-2）
内容  木のおもちゃ、おままごと、わらべうた ほか
問合せ  いしかりファミリー・サポート・センター
　　  ☎72-5552  （月～金曜9:00～17:00）
【わらべうたあそび】
子育て中のあわただしい生活から離れて、
親子で楽しいひとときを過ごしましょう！　
紙芝居や絵本の読み聞かせもあります。
日時  7月13日（水） 9:00～12:00
場所  りんくる　　費用  無料
問合せ  石狩市わらべうた研究会
　　　岩本さん　☎011-764-1453

■所 厚田区厚田2-4  厚田保育園  ☎78-2440
日時  毎月第1・第3木曜 10:00～11:15

■所 花川北4-3  石狩仲よし保育園  ☎74-4475
日時  おおむね月2回(水曜) 10:00～11:15

■所 花川南8-3  友愛保育園  ☎73-6686

■所 樽川6-2  まきば保育園  ☎72-0050
【園庭開放】※両園で実施
7月20日（水）・27日（水） 10:00～11:00

【夏休み放課後児童会一時利用申し込み】
開設期間  学校夏季休業日(日曜・祝日を除く)　開設時間  8：00～18：30
提出書類  利用申込書、負担金減免申請書(対象世帯のみ)　費用  300円(日額) ※別途保険料が必要
申込期間  6月27日（月）～利用日の前日まで　申込・問合せ  児童館 ☎72-3192

【えるむの森保育園夏祭り】
縁日や盆踊りもありますので遊びに来てね！
日時  7月10日（日） 15:30～
【子育て講座「元気に子育てするために」】
日時  7月26日（火） 10:00～
定員  15組　　申込  1日（金）～
そのほか  託児あり（無料、20人まで）
【クックでボーノ「流しそうめんしましょ！」】
日時  7月20日（水） 12:00～13:00
　　  ※雨天時は27日（水）に延期
持ち物  エプロン（必要に応じて）、
　　　  おしぼり、飲み物、帽子
定員  15組　　費用　1世帯300円
申込  1日（金）～

12日（火） うちわづくり
27日（水） お誕生会
28日（木） 夏まつり※
※紙で作る金魚すくいや輪投げなど手作りの夏まつりです

13日（水） 水遊び製作
27日（水） 開放あそび

【給食試食会】
日時  7月15日（金）　  定員  3組（先着順）
費用  1食200円　※要申込
【お楽しみ会】
日時  7月15日（金） 10:20～
内容  年長児による太鼓演奏




