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施設名 日時・内容
花川北児童館
■所 花川北3・2　☎74・2884

11（水） 15時～16時　プログラミングであそぼう！　定員：8人
28（土） 10時～11時　ガラスタイルで小物入れを作ろう！　定員：8人　費用：500円

こども未来館「あいぽーと」
■所 花川北7・1　☎76・6688
http://iport-ishikari.net/

  1（日） 10時30分～13時30分　はらぺこクラブ　※要事前申込
  1（日） 14時～15時25分　プログラミングであそぼう！
  4（水） 17時30分～20時・21（土） 11時30分～14時　スタジオ研修　※要事前申込
  7（土） 15時～16時15分　スタジオ会議
  7（土）・18（水）・22（日） 14時～14時30分　おもいっきり　ASOBI「うちわ」 
  8（日） 14時～15時30分　スポ　レク「あいぽーとマッチ～バドミントン～」 
14（土）・21（土）・28（土） 14時～15時（21㈯のみ15時～16時） 　こども会議 
16（月･祝） 13時～　スタジオ会議主催「HOT JAM（ホット ジャム）」
19（木）～22（日） 15時30分～16時10分　トイツクル「折り紙スプリング」

おおぞら児童館
■所 花川南1・1　☎73・4849

14（土） 13時30分～15時30分　プログラミングであそぼう！ 「ビスケット」　定員：8人
28（土） 13時30分～15時30分　夏休み製作体験「ふうりんづくり」　定員：8人　費用：400円　申込：14（土）～

花川南児童館
■所 花川南8・3　☎72・7311

20（金）～25（水） 15時30分～16時30分　館内装飾「七夕」　参加自由
21（土） 14時～15時　プログラミングであそぼう！　定員：4人　※要申込
28（土） 10時～12時　革体験「学んで・触れて・作っちゃおう」　定員：10人　費用：500円　申込：2（月）～
28（土） 14時～15時　こども会議「いしかり児童館こどもまつりについて考えよう」　対象：小学4年生～中学生　定員：10人

7
月
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場所・申込・問合せ　市民図書館（花川北7･1）　☎72･2000

本館
おはなし会

えい･あい館
映画上映会

「アリババと四十人の盗賊」
　父を殺された王子が、盗
賊の首領(アリ・ババ)となっ
て敵のモンゴルの王と対決！
「開けゴマ」の呪文が有名な
アラビアン・ナイトの一編を
元にしたファンタジーです。
日1㈰ 14時～15時30分

　お気に入りの絵本を
持ち寄り参加者同士で
読み聞かせをして楽し
む、大人向けの絵本会
です。お気軽にご参加く
ださい。
日28㈯
    13時30分～14時30分

名作を楽しむ会
（DVD上映会）

「零戦ニ欠陥アリ」
　ゼロ戦(零式艦上戦闘機)の
開発に係る業務日誌や、設計
メモなどで指摘されていた零
戦の欠陥を受け取らず進めら
れた戦争と零戦の盛衰を通し
て日本の姿を見つめます。
日12㈭ 13時～14時30分

日7㈯・21㈯
おはなし会 びっくりばこ
8㈰ むかしむかし
14㈯
よみきかせ「子っ子の会」
15㈰･22㈰ 図書館司書
■時11時～11時30分

7月の 
行事の
ご案内です

おとなも絵本を
楽しみ隊
「おおきな木」

7月の　休館日
 2 （月）
 9 （月）
16（月・祝）

17（火）
23（月）
30（月）

図書館を使った
調べる学習コンクール

夏休み

特別講座

　9月の『図書館を使った調べる学習コンクール』や自
由研究に向けて、特別講座を開きます。講師は、市内学
校図書館司書。
■対小中学生
日8/1（水）・3（金）10時～11時30分
■持筆記用具、ノート
■申7/29（日）までに市民
図書館の貸し出しカウ
ンター、または電話申込

　厚田出身の時代小説の
巨匠、子母澤寛没後50年を
記念し、直筆原稿や遺品などの展示および、記念講演会
を行います。申込不要、直接会場へ。

子母澤寛 没後50年記念事業

子母澤寛の世界
記念展示

記念講演

7/10(火)～8/5(日)

7/15(日)14時～15時30分
『幕末を描いた作家 子母澤寛～市民図書館の資料から』
講師：丹羽 秀人氏（函館市中央図書館館長)
8/4(土)13時30分～15時
『異能の兄弟、三岸好太郎と子母澤寛』
講師：苫名 直子氏
（北海道文学館主任学芸員、元北海道立三岸好太郎美術館学芸員）

とま な
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いしかりっ子ひろばいしかりっ子ひろば 7月

母子健康手帳
歯ブラシ

健診・相談名 対象 日時 持ち物

4か月児健診、BCG

10か月児健診

1歳6か月児健診

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～就学前まで

乳幼児

幼児

母子健康手帳

問診票

4か月児健診のみ
BCG予診票も

母子健康手帳

19（木）

10（火）

18（水）

24（火）

18（水）

24（火）

 6 （金）

11（水）・26（木）  9時30分～15時※要申込

～13時30分

～14時

～14時

～14時30分

～11時

～11時

～11時30分

12時30分

13時

13時

13時

10時

10時

10時

乳
幼
児
健
診

健診・相談コーナー 場所　りんくる（花川北6・1）　　申込・問合せ　保健推進課 ☎72・3124

ステップアップ離乳食教室
　2回食、3回食への進め方や、大人の食事からの

取り分け方法など栄養士による講話　
※上のお子さんの託児希望の方は要相談

日　時　23（月）10時30分～11時30分
対　象　おおむね7～10か月児と保護者　
持ち物　母子健康手帳、子ども用スプーン、おむつ
　　　　など普段出かけるときの持ち物

定　員　20組（申込順）
申込期限　18（水）

　地域子育て支援拠点
の水遊びってどんなこ
とをしているの？ 今回
は「えるむの森」に行っ
てきました！
問えるむの森
　（花川東93・5 えるむ
　の森認定こども園内）
　☎71・2013

▲気温が25℃を超えた日
は10時から1時間ほどビ
ニールプールで遊びます。

▶いろんな形の水でっぽ
うや浮かぶおもちゃ、ボー
ルやジョウロもあって、
とっても楽しい！

◀要らなくなったペットボトルや
乳酸菌飲料の容器に穴を開けて
作った手作りおもちゃです。水遊
びがより一層楽しめますよ。

▲子どもの好きな方、子育て
経験のある方、子育てボラン
ティア（有償）として活動して
みませんか？興味のある方
は、ぜひお問い合わせを。
活動内容：子育て講座の託児
や、子育てサロンで子どもと
一緒に遊んだり、ママたちの
サポートなど

佐藤 真由美先生　小松 尚子先生

えるむの森 ☎71・2013　りとるきっず☎76・6225　くるみの木広場 ☎73・0773　もくば ☎73・8900　こあらくらぶ ☎66・4500

水遊びができる地域子育て支援拠点　スタイルいろいろ。いろんな「水遊び」を体験してください！

子育て情報をここでもチェック！

親子で楽し
い♪

親子で楽し
い♪

水遊び水遊び
お家でも簡単にできる！
子どもと一緒に水遊び

　気温の高い日は えるむの森 に来て
水遊びを楽しみましょう♪ みんな来てね。
待ってま～す！

●子育てサロン
　月・火・水・金曜9時30分～12時、月・水曜13時～15時30分
●よちよちサロン（1歳半まで）
　火・木曜13時～15時30分
●給食試食会（前日13時までに要申込）
　金曜12時～13時 1食300円※お弁当持参もOK
●子育てサークルへの開放（前日13時までに要申込）
　木曜9時30分～12時、金曜14時～15時30分

●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●
●●●

●●
●●

●●●
●●●●●●

子育てボランティアチーム
『ひまわり』会員募集中！

シールや
ビニールテープ、鈴
などで飾り付けて
かわいらしく♪

着替え、タオル、帽子、

濡れたものを入れる袋を

持ってきてくださいね


