
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　2（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ｰ3124

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　3（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ｰ3124

出前「こっこひろば」
日　時　21（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
　　　　（月～金曜9：00～17：00）☎72-5552

心育てのわらべ歌
　親子でわらべうた遊びを楽しんでください。絵本の読み聞か
せもあります。どなたでもお気軽にお越しください。
日　時　22（水）10:00～11:00
場　所　りんくる（花川北6-1）
費　用　無料
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ｰ764ｰ1453

聚富保育園　おはなし会
日　時　24（金）15:30～
内　容　ブラックシアター
　　　　「おばけなんてないさ」ほか1本、
　　　　大型絵本「わにわにくんのおふろ」
場所・問合せ　聚富保育園（厚田区聚富287-26）☎66ｰ4241

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…22（水）
　　　　② 2、4歳代…28（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ｰ3124

両親教室
　出産・育児の講話、赤ちゃんをお風呂に入れる練習、お父さ
んには妊婦疑似体験等を行います。
日　時　26（日）
　　　　13：00～15：00（若干の延長あり）
場　所　りんくる（花川北6-1）
持ち物　母子健康手帳、バスタオル、タオル、ガーゼハンカチ
申込締切　22（水）
申込･問合せ　保健推進課　☎72ｰ3124

お父さんの子育て支援☆パパTime
　1泊キャンプで野外料理の達人に！お父さんたちは本格的な
野外料理を学びます。子どもたちはボランティアと遊びます。
対　象　1歳以上の幼児・低学年児童と
　　　　お父さん・おじいちゃん
日　時　9／1（土）・2（日）
場　所　厚田区聚富283-124　コテージ周辺
定　員　10家族
費　用　使用料＋食費＋保険料
　　　　（目安として1家族大人1人、子ども2人で7,000円程度。
　　　　1人増すごとに＋1,000円）
申込締切　8／20（月）
申込・問合せ　桑島さん　☎090ｰ2075ｰ0274

子育て子育ち応援ひろば子育て子育ち応援ひろば 月8

相 談
【こども・ひとり親相談】
毎週月～金曜（祝日・年末年始除く） 9：00～16：00
こども相談センター ☎72-3195
【不登校相談ふらっとくらぶ】
毎週月～金曜 9：30～15：30（金曜のみ12：00まで）
ふらっとくらぶ ☎72-5566
【子育て電話相談】
毎週月～金曜 10：00～16：00
えるむ ☎71-2013
くるみの木広場 ☎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

今月のおすすめ絵本

　この作品は、まりが静かに「こ
ろん、ころころ、ぽとーん、ぽんぽ
ん…」と動き始めるところから始
まりますが、読み進めていくと思
わず「あっ！」「えっ！？」と驚くよう
な展開が待っています。言葉の面
白さ、絵の面白さに子どもたちも
興味津々、大人も一緒に楽しめる
１冊です。

「 ま り 」

「おはなし会」もあるよ！
日時　4（土）･11（土）･18（土）・19（日）･26（日）
　　　11:00～11:30
場所・問合せ　市民図書館（花川北7-1）☎72-2000
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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

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 ※10（金）～16（木）は休み
① 6（月）～8（水） 身体測定週
② 7（火） 身体測定
③ 20（月） 絵の具で遊ぼう
④ 29（水） 12:00～　もぐもぐの日（給食試食会）　メニュー：おから入り卵丼、みそ汁、春雨サラダ、果物
定員：3組　費用：1人200円　申込：1（水）～

⑤ 31（金） お誕生日お祝い会

えるむ
■所花川東93-5　えるむの森保育園
☎71-2013

毎週月曜～土曜 10：00～16：00
① 23（木） 10：30～　お散歩に行こう!～たまごの部屋も体験　持ち物：帽子、飲み物　定員：10組※要予約
そのほか：11：30から図書館「おはなしのたまご」での読み聞かせに参加

② 25（土） 10：00～13：00　イクメンプロジェクト第1弾「ピザ釜作ってパパっとピザ♪」
対象：子育て中のパパと家族　持ち物：軍手、エプロン、飲み物　定員：5人※要予約　費用：500円

③ 28（火） 11：30～　8月のお誕生会
④ 29（水） 10:30～13：00　ワンポイントレッスン「ママとこねこねピザ作り」　対象：乳幼児とそのママ
持ち物：エプロン(親子とも)、飲み物、持ち帰り用タッパー　定員：5組※要予約　費用：500円

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 毎週月・火・水曜 10：00～12：00 ※13（月）～15（水）は休み
1（水） 七夕製作　園庭あそび（砂場・すべり台・しゃぼん玉など）
◎気温の高い日は水遊び、プール遊びができます！　持ち物：タオル、着替え（水着等）、ビニール袋

■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 毎週月・水・金曜 10:00～12:00 ※13（月）～16（木）は休み
① 10（金） 風鈴作り　②20（月） 動くおもちゃで遊ぼう　◎暑い日には水遊びの用意（水着・バスタオル）を！■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 10:00～11:15
①7（火） 七夕まつり　②22（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 毎月第1・第3木曜 10：00～11：15
① 2（木） 「作ってあそぼう」、プール　② 16（木） 散歩「海浜公園」■所厚田区厚田2-4　☎78-2440

ありんこくらぶ はまます保育園 毎週木曜 10:00～11:15　※9（木）は休み
■所浜益区川下392　☎79-2264

このゆびとまれ　えるむ保育園 毎週金曜 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。
◎水遊びの用意をして来てください。■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 毎週火・水・木曜 10：00～12：00
① 7（火） 七夕の会 ② 8（水） クッキー作り ③ 9（木） 救命救急講習会（八幡コミセン）
④ 29（水） お誕生会 ⑤ 30（木） バス遠足（アイアイ公園）

■所八幡1-433-14　くるみ保育園
☎66-4500

8（水） 16：00～17：00　缶ポックリ作り
定員：20人（先着順）　申込：1（水）～7（火）

25（土） ミニ遠足（公共交通機関で農試公園）
定員：35人　申込：20（月）～23（木）

18（土） 13：30～
ボール遊びをしよう

17（金） 16：00～17：00　
伝承遊び「おはじき・竹わり」

6（月） 13：00～　しゃぼん玉で遊ぼう！
※天候により変更あり

14（火） 8：30～　ドッジボールをしに、にこにこクラブへ
行こう　申込：3（金）まで　持ち物：上靴、水筒、タオル

8（水）・9（木）13：30～14：30
しゃぼん玉で遊ぼう！

■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

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

イクメン
ワンポイント愛情表現はたっぷり、しっかり。

笑顔に、だっこ、「かわいいね」などの言葉がけ。

場　所 花畔1-1-56
問合せ ☎090-8636-2004
営　業 11月末まで毎週水・木・金曜
 10：00～15：00（祝日を除く）
そのほか 後期レンタルＢＯＸ募集中
【わらべ歌の日】 日時 29（水）10：30～

アートウォームカフェ　ほわぽわ
小さなお子さんと一緒にお茶が楽しめます！

ゆうゆう　まきば まきば保育園
22（水）・29（水） 10：00～11：00園庭開放　※両園で実施
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