
乳幼児健康相談
　保健師・栄養士が発育、離乳食、育児などの相談をお受けし

ます。※申込不要

日　時　5（金）10：00～11：30

場　所　りんくる（花川北6-1）

持ち物　母子健康手帳

問合せ　保健推進課　☎72-3124

こども発達相談
　就学前のお子さんの育児について、お子さんと一緒に遊び

ながら相談・アドバイス。

日　時　25（木）10：00～15：00

場　所　りんくる（花川北6-1）

担　当　発達相談員、保健師

申込・問合せ　保健推進課　☎72-3124

歯科検診・フッ素塗布
対　象　歯が生えてから4歳0カ月前後の乳幼児

　　　　※フッ素塗布は前回から6カ月経過後

日　程　① 0、1、3歳代…17（水）　② 2、4歳代…23（火）

時　間　10：00～11：00

場　所　りんくる（花川北6-1）

持ち物　母子健康手帳、歯ブラシ

問合せ　保健推進課　☎72-3124

心育てのわらべ歌
　親子で「わらべ歌のリズム」に合わせて体を動かして遊び

ましょう。おじいちゃん、おばあちゃんもお気軽にお越しく

ださい。

日　時　24（水）10:00～11:00

場　所　りんくる（花川北6-1）

持ち物　飲み物

問合せ　石狩市わらべうた研究会　岩本さん

　　　　☎011-764-1453

出前「こっこひろば」
日　時　16（火）10：00～12：00

場　所　パストラル会館（樽川6-2）

内　容　親子で楽しく遊びながら交流しませんか？

問合せ　いしかりファミリー・サポート・センター

　　　　（月～金曜9：00～17：00）☎72-5552

フルートとピアノコンサート
　地域の方、小中学生の皆さんもぜひ聴きに来てください。

日　時　10（水）15：30～16：00　※無料

場所・問合せ　聚富保育園（厚田区聚富287-26）☎66-4241

わらべうた
日　時　3（水）10:30～11:15

場　所　アートウォームカフェ（花畔1-1-56）

問合せ　ぽけっとママ　☎090-8636-2004

【アートウォームカフェ】

営　業　11月末まで毎週水・木・金曜

　　　　10:00～15:00（祝日除く）

こどもはみんなで育てよう! 

いしかり子育てメッセ2012

　市内の子育て支援にかかわる人や団体が日ごろの活動を発

信します。あそびコーナーも全て参加自由ですのでぜひお越

しください。市内約20団体が参加します。

日　時　14（日）～20（土）10：00～15：00

　　　　（14日は13：00～、20日は13：00まで）

場　所　りんくる（花川北6-1）

内　容　活動紹介のパネル展、あそびコーナー

問合せ　子育てネット会議事務局（子育て支援課内）

　　　　☎72-3631

子育て子育ち応援ひろば子育て子育ち応援ひろば 月10
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今月のおすすめ絵本

　かわいいぼうやがおなかをす
かせて「ゆうやけ こやけ こんや
のごはんは なんだろな？」と家
に帰るところからお話は始まり
ます。ぼうや同様、うさぎやたぬ
き、こねずみもおなかをすかせて
ごはんの時間を楽しみに待ちま
す。さぁ、その晩ごはんは…？　食べ物に興
味を持ち始めたお子さんにおすすめです。

「 ご は ん の う た 」

「おはなし会」もあるよ！
日　時　6（土）・13（土）・20（土）・21（日）
　　　　11：00～11：30
場所・問合せ　市民図書館（花川北7-1）☎72-2000

作／いまむら　あしこ　絵／いちかわ　なつこ　ポプラ社

あそびコーナー プログラム
17（水） 10：00～12：00 こころ育てのわらべうた
 10：00～12：00 伝承あそびボランティアおてだま
 10：30～ あかちゃんハイハイ競争のエントリー受付。景品あり！
 14：00～15：00 リサイクル工作「とばして遊ぼう！」
18（木） 10：00～12：00 こころ育てのわらべうた
 13：00～14：00 にこにこ♡らくらく　子育て練習
19（金） 10：00～12：00 出前こっこひろば　※会員登録してない方も参加可



就学前のお子さんと保護者向け
施設名 日時・内容

小学生向け
児童館名 日時・内容

①16（火） 14：00～ 育児の知恵袋「さわって遊ぼう! 小麦粉粘土」
②21（日） 10：00～ パパと落ち葉たき（焼きいも）　定員：10組 ※要予約　費用：150円　持ち物：落ち葉や
小枝（45ℓ袋に1つ程度）、軍手、おしぼり、飲み物

③24（水） 12：00～ もぐもぐの日（給食試食会）　定員：3組 ※要予約　費用：1人200円　メニュー：あんかけ
焼きそば、ちくわの磯辺揚げ、牛乳、果物

④26（金） 11：45～ お誕生日お祝い会
⑤30（火） 10：00～ 子育て講座「元気に子育てするために」　定員：15組　託児：あり（無料）
⑥31（水） 12：00～ 落ち葉で焼きいも　定員：10組 ※要予約　費用：150円　持ち物：落ち葉や小枝（45ℓ袋
に1つ程度）、軍手、おしぼり、飲み物

えるむ
■所花川東93-5　えるむの森保育園
☎71-2013

①6（土） 11：00～11：30 イクメンプロジェクト第3弾「パパと一緒にコーディネーション運動」※要予約　
講師：寺島聖人氏（コーディネーショントレーニングブロンズインストラクター）　定員：2、3歳児の父子10組
持ち物：動きやすい服装、運動靴　申込：1（月） 10：00～

②11（木） 11：00～12：00 断乳・卒乳どうしよう!? おっぱい講座 ※要予約　講師：桶谷式みうら母乳育児
相談室 助産師 三浦晃子氏　申込：1（月）10：00～

③17（水） 11：00～ 子育てメッセでハイハイ競争!!　場所：りんくる　定員：歩行前の乳児25人（先着順）　申込：当日10：30～　
④23（火） 11：30～ お誕生会

りとるきっず
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
■所花川北7-1　☎76-6688

くるみの木広場 月・火・水曜 10：00～12：00
①17（水） 11：30～11：45 看護師講座　②24（水） 給食の日 ※要予約　費用：100円　持ち物：フォーク、
スプーン、カップ、おしぼり　申込：17（水）～　③31（水） 観劇会 ※時間はご確認ください

■所花川南4-3　南線光の子保育園
☎73-0773

もくば　花川南保育園 月・水・金曜 10:00～12:00
①3（水） ミニ運動会　②15（月） トントンずもう遊び　③29（月） ペットボトルでワンちゃんを作ろう■所花川南9-4　☎73-8900

あーつまれ！　石狩仲よし保育園 おおむね月2回（水曜）　10：00～11：15
①10（水） 運動会ごっこ　②24（水） 開放あそび■所花川北4-3　☎74-4475

ぺんぎんくらぶ　厚田保育園 第1・第3木曜 10：00～11：15
① 4（木） リズムあそび　 ② 18（木） バス遠足■所厚田区厚田2-4　☎78-2440

ありんこくらぶ はまます保育園 木曜 10:00～11:15
■所浜益区川下392　☎79-2264

このゆびとまれ　えるむ保育園
金曜 10：00～11：30
園庭やホールを開放します。体操をしたり、絵本や紙芝居を見たりして楽しみましょう。
5（金） 10：20～11：00 鮭の会を一緒に楽しみましょう ※12（金）はお休み

①12（金）・26（金） 10：00～11：00 園庭開放　②24（水）10：00～ やきいも会

17（水） 10：00～ やきいも会　定員：10組（先着順）

■所花川北2-5　☎74-0696

ゆうゆう♥友愛　友愛保育園
■所花川南8-3　☎73-6686

■所樽川6-2　☎72-0050

こあらくらぶ　くるみ保育園 火・水・木曜 10：00～12：00
①23（火） いももちづくり　②25（木） ごっこ遊び（八幡コミセン）　③31（水） 誕生会 ハロウィンパーティー■所八幡1-433-14　☎66-4500

10（水） 16：00～17：00 伝承あそび（紙とんぼ作り）
申込：1（月）～9（火）

20（土） 13：00～ ミニ運動会　※運動できる服装

20（土） 14：00～ クリーン作戦

20（土） バス遠足（砂川こどもの国）　定員：45人
申込：1（月）～6（土）

22（月） 15：30～ オリジナル下敷きを作ろう！
定員：30人　申込：15（月）～

20（土） 8：30～15：00 こどもまつりに参加しよう！
行き先：こども未来館　※バス代・買い物代が必要

13（土） 10：00～11：45 クッキーづくり

■所花川北3-2
☎74-2884

■所花川南1-1
☎73-4849

■所花川南8-3
☎72-7311

■所緑苑台小学校内
☎72-1704

■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

17（水） リンゴでおやつを作ろう！　費用：100円
■所浜益小学校内
☎79-2114（生涯学習課）

花川北児童館

おおぞら児童館

花川南児童館

緑苑台子ども教室

八幡子ども教室

パストラル子ども教室

シップ子ども教室

浜益子ども教室

イクメン
ワンポイント子どもとふれあい遊びをしてみませんか。楽しさを共感

しながら、運動不足解消や筋トレにもなりますよ！

ゆうゆう　まきば まきば保育園
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子育てサロン　月・水・金曜 10：00～12：00
よちよちサロン（1歳半まで）
 火曜 13：30～15：00
子育てサークル開放　木曜 10：00～12：00

月曜～土曜 10：00～16：00

お子さんと一緒に楽しく体を動かし、
参加親子同士の交流を深めましょう。
かわいいメダルももらえます。

日　時　5（金） 10：30～11：30
場　所　花川南コミセン（花川南6‐5）
託　児　あり
問合せ　児童館担当☎72-3192

幼児開放ころころ

合同運動会


