
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（月）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　5（水）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…19（水）　② 2、4歳代…25（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

心育てのわらべうたあそび
　わらべうたの他、絵本や紙芝居の読み聞かせもあります。
日　時　12（水）10：00～11：00
場　所　りんくる（花川北6-1）
問合せ　石狩市わらべうた研究会
　　　　岩本さん　☎011-764-1453

ランチの日～石狩産の野菜を使って美味しく元気に～
　「みーやん」こと木村光江さんによる石狩産の野菜をふんだ
んに使った特別ランチです。
日　程　12（水）　定員　12組※先着順
場　所　アートウォームカフェ　ほわぽわ（花畔1-1-56）

※営業日は11月末までの毎週水・木・金曜（祝日除く）
10：00～15：00。ボランティアスタッフ募集中

費　用　600円（ワンプレートランチ・スープ・飲み物付）／子
ども用おにぎり1個50円

申込・問合せ　ぽけっとママ　☎090-8636-2004

出前「こっこひろば」
日　時　18（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

聚富保育園　おはなし会
日　時　28（金）15：30～
内　容　ダンボールシアター「くまくん」
　　　　大型絵本「窓をトントントン」ほか2本
場所・問合せ　聚富保育園（厚田区聚富287-26）☎66-4241

いしかり子育てセミナー2012　汐見稔幸先生講演会
　子育て支援のオーソリティであり、｢イクメン｣の大先輩で
ある汐見稔幸先生の講演会です。「マザーリーフ・ゴスペルク
ワイア」によるママたちのゴスペル披露もあり！
日　時　10／7（日）　開場12：30
　　　　講演13：00～16：00※要申込
場　所　花川北コミセン（花川北3-2）
その他　託児有り（0歳～就学前の児童）
　　　　※無料、定員15人、託児申込締切　9／28（金）
申込・問合せ　子育てネット会議事務局（子育て支援課内）
　　　　　　　☎72-3631

子育て練習講座　そだてーる
　DVDやマンガを使って、しつけの具体的なヒントを学びま
す。毎日の子育てのさまざまな困りごとを一緒に考え、練習し
てみませんか？
対　象　3～12歳のお子さんの保護者で全7回出席できる方
日　程　10／25（木）、11／1（木）・14（水）・22（木）・29（木）、
　　　　12／6（木）、H25／2／28（木）（全7回）
時　間　10：00～11：45　場所　りんくる（花川北6-1）
講　師　CSPトレーナー　定員　8人（先着順）
申込締切　9／20（木）
その他　託児あり※要予約
問合せ　こども相談センター
　　　　☎72-3195

子育て子育ち応援ひろば子育て子育ち応援ひろば 月9
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今月のおすすめ絵本

　おひさまが、雲のおふとんの中
で目覚めます。でも、まだねむそ
う。歯を磨いて、顔を洗って、よう
やくおひさまの目はぱっちり！　
森の植物や動物たちを暖かく照
らします。「おひさまも、朝はねむ
いんだね」などとお子さんと一緒
にお話しながら、読む楽しさを味
わってほしい絵本です。

「 お は よ う 」

「おはなし会」もあるよ！
日　時　1（土）・8（土）・15（土）・16（日）・29（土）・
　　　　30（日）11：00～11：30
場所・問合せ　市民図書館（花川北7-1）☎72-2000

作／なかがわりえこ　絵／やまわきゆりこ　グランまま社

怒鳴らない、

叩かない子育て



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　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
① 3（月）～7（金） 身体測定週 ② 4（火） 身体測定
③ 18（火） 14：00～ 育児の知恵袋「手作りおもちゃ」 ④ 24（月） 11：00～ ミニ運動会　持ち物：帽子、タオル
⑤ 25（火） 10：00～ 調理講習　場所：花川北コミセン（花川北3-2）　メニュー：焼きビビンバ、コチュジャン
定員：15組　費用：500円　申込：3（月）～

⑥ 28（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

月曜～土曜 10：00～16：00
① 11（火） 11：00～ 敬老の日 ありがとう～小物入れ作り　持ち物：お子さんの顔写真※要予約
② 22（土・祝） 11：00～12：00 イクメンプロジェクト第2弾「パパのベビーマッサージ」　対象：3～10カ月の
赤ちゃんとお父さん　講師：札幌Feelingの会　梅本さん　定員：10組※要予約　費用：500円　
持ち物：バスタオル、ハンドタオル、防水シート(40ℓのごみ袋の大きさ)　申込：1（土）10：00～

③ 25（火） 11：30～ 9月のお誕生会
④ 26（水） 10：30～12：00 "ちょこセン"レッスン♪「記念手形プレートを作ろう」～陶芸を体験の巻～
講師：漆原美香さん　定員：5人※要予約　費用：1,000円　持ち物：エプロン

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
19（水） ミニ運動会＆おにぎり持参給食の日※給食（おかず）のみ要予約（有料100円）
持ち物：おにぎり、フォーク、スプーン、カップ、おしぼり　申込：10（月）～14（金）

■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
① 10（月） フィンガーペインティング　② 19（水） 輪投げ遊び　③ 28（金） 折紙遊び■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
① 12（水） 散歩　② 26（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 6（木） 運動会ごっこ　 ② 20（木） 絵本の読み聞かせ■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。
28（金） 10：20～11：00十五夜の会　11：45～試食会　定員：3組※先着順　費用：1食200円

① 19（水）・26（水）10：00～11：00　園庭開放
② 25（火） 10：00～ 観劇会「劇団えりっこ」

① 19（水）・26（水） 10：00～11：00　園庭開放
② 24（月） 10:00～ 観劇会「劇団えりっこ」　定員：5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 火・水・木曜 10：00～12：00
① 5（水）・6（木） 布のおもちゃあそび ② 11（火）・12（水） 敬老の日プレゼントつくり
③ 13（木） 風船であそぼう（八幡コミセン） ④ 19（水） お誕生会　 ⑤ 20（木） ロープであそぼう（八幡コミセン）
⑥ 25（火）・26（水） あなあき絵（工作） ⑦ 27（木） お月見の会（おだんご作り）

■所八幡1-433-14　くるみ保育園
☎66-4500

29（土） 13：00～15：00　
北児童館まつり　持ち物：上靴

29（土） 10：00～　クッキング　定員：40人　費用：100円　
持ち物：エプロン、三角巾　申込：18（火）～25（火）

15（土） 14：00～　アウトドアゲームをしよう

29（土) 13：00～15：00　
児童館まつり（多目的ホール）

10（月） 15：30～　ペットボトルで飛行機を作ろう！　
定員：30人　申込：3（月）～

15（土） 8：30～16：00　みんなでこどものくにへGO！　
行き先：北海道こどものくに（砂川市）　定員：10人※先着順

15（土） 13：30～15：00　シネマランド

■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
ワンポイント子育ての時間はやりくり上手で確保！

家庭でも触れあう時間を作りましょう。

ゆうゆう　まきば まきば保育園

15 広報  いしかり  2012.9

ぺ ん ぎ ん く ら ぶ

水遊び




