
施設名 日時・内容

花川北児童館
■所 花川北3・2　☎74・2884

7/23（月）～8/25（土）の期間アリーナ工事を行うため、施設を利用することができなくなります。
皆さまのご理解・ご協力をお願いします。

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

おおぞら児童館
■所 花川南1・1　☎73・4849

  4（土） 13時30分～15時30分　夏休み製作「ハーバリウムづくり」　定員：15人　費用：500円　※要申込
18（土） 13時30分～15時30分　プログラミングであそぼう！　定員：8人

花川南児童館
■所 花川南8・3　☎72・7311

  4（土） 14時～16時　プラネタリウムを作ろう　定員：8人　費用：500円
17（金）～22（水） 15時30分～16時30分　児童館カレンダーを作ろう　参加自由
18（土） 14時～15時　プログラミングであそぼう!　定員：4人
25（土） 14時～15時　こども会議「児童館まつりを考えよう」　対象：小学4年生・中学生　定員：10人

児
童
館
の
行
事

8
月

  1（水） 17時30分～20時・18（土） 11時30分～14時・25（土） 10時30分～13時　スタジオ研修　※要申込
  4（土）・15（水）・26（日） 14時30分 ～15時15分 　おもいっきり　ASOBI「紙ひこうき」　参加自由
  5（日） 14時～15時30分　プログラミングであそぼう！
  8（水） 14時～14時45分　スポ　レク「タグラグビー」　参加自由
14（火） 14時～14時30分　夏休みだよ～！ 全員集合！
18（土） 14時～　こども会議主催「あそびの日イベント」　参加自由
           15時～17時　スタジオ会議

12広報  いしかり  2018.8

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

「誰が為に鐘は鳴る」
　スペイン内戦下、義勇兵のロ
バートは橋を爆破するためゲリラ
隊に協力を求めるが、そこにはファ
シストの被害に遭ったマリアもい
た。やがて二人は恋に落ち…ヘミ
ングウェイの同名小説を映画化。
日5㈰ 14時～16時40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25㈯
    13時30分～14時30分

名作を楽しむ会
（DVD上映会）

「カラーで見る太平洋戦争」
　「戦争の時代」の記録映
像に、当時の人々の日記や
手記に残された言葉を織り
込みながら、カラー映像で
太平洋戦争の4年間を振り
返ります。
日9㈭ 13時～14時

日 4㈯おはなし会 びっくりばこ
11（土･祝）よみきかせ「子っ子の会」
12㈰むかしむかし
18㈯おはなし会 びっくりばこ
19㈰･26㈰図書館司書
■時11時～11時30分

8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」

8月の　休館日
 6 （月）
13（月）

20（月）
27（月）

夏休み

特別イベ
ント
つくってみよう！
科学工作！！
つくってみよう！
科学工作！！

　身近なものを使って、プラ板ストラップやビー玉
ルーペ、浮沈子などを作ります。講師は石狩翔陽高校
科学部の皆さんです。申込不要、直接会場へ。
※材料がなくなり次第終了

■対中学生以下と保護者
日2㈭13時～16時
   プラ板ストラップ……13時～16時
   ビー玉ルーペ… 13時～14時30分
   浮沈子…………14時30分～16時
■￥無料

雑誌リサイクル広場

　保存期間を過ぎた図書
館の雑誌を、利用者の方に
無償でお譲りします。
日25㈯10時～

講師　羽場 和雄さん
演題　「石狩の48年を語る」
日18㈯13時30分～15時

第74回 
石狩の古老に
話を聞く会

ふ ちん し

浮
沈
子
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いしかりっ子ひろばいしかりっ子ひろば 8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

23（木）

 7 （火）

22（水）

28（火）

22（水）

28（火）

 3 （金）

 2 （木）・29（水）  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

　地域子育て支援拠点では、
ハンドメイドや料理、ダンス
などさまざまな講座が行わ
れています。
　今回はユニークな講座が
人気の「りとるきっず」に伺
いました！ 講座のほとんどは
託児がありますが、ない時は
ママと一緒に子どもたちも
参加できますよ。

問りとるきっず（花川北7・1 こども未来館あいぽーと内）
　月～土曜10時～16時　☎76・6225　※日曜・祝日は休み

▲イクメンレッスン
　年1回行われるパパ
と子どものための講
座。普段子どもがどん
なところで遊んでいる
のかをパパに知っても
らおうと企画したもの
です。写真はパパと子
どもがピザ窯でピザを
焼いているところ。

◀ちょこセンレッスン
　りとるきっずを利用しているママが
講師になります！手作りアクセサリー
や赤ちゃん小物を作ったり、フラダンス
やヨガをやったりなど講座の内容も多
彩です。写真はベビーマッサージ講座。

髙橋 美帆先生　　　 川村 千秋先生

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

講座を実施している地域子育て支援拠点　ためになる、楽しい講座がいろいろ！

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♪

講座講座

今年は8/26(日)開催！
■時 10時～13時
■定 親子5組
■￥ 1組1,000円

▲ワンポイントレッスン
　保健師や助産師、栄養士など、主に
専門職の方を講師に迎える講座。
　歯みがきレッスンやトイレトレーニ
ングなど育児に役立つ幅広い内容が
人気。写真はバランスボールの講座。

赤ちゃん
は

気持ちよ
くて

ウトウト

子どもと
一緒に楽しく
学べます

　あなたも特技や趣味を生かし
て講師デビューしてみませんか？ 
ちょこセンレッスンで講師をやってく
ださる方を募集しています。お気軽
にお問い合わせください。
　ほかにも、季節に合った工作や
行事、誕生会もあり、お子さんや
お孫さんと一緒にぜひ遊びに
来てください！

申込
8/1㈬～

はじめての離乳食教室 
　保育士による遊びの紹介や、栄養士による離乳食

の進め方の話と試食　※上のお子さんの託児希望は要相談

日　時　20（月） 13時30分～15時
対　象　おおむね4～6か月児と保護者　
持ち物　母子健康手帳、子ども用スプーン、バスタオ
　　　　ル、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　15（水）


