
花川北児童館
■所 花川北3・2　☎74・2884

  3（月）～7（金） 15時～16時　けん玉にチャレンジ!　参加自由
19（水） 15時～16時　プログラミング（ビスケット）で遊ぼう!　定員：8人

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

  8（土） 13時～15時30分　プログラミングであそぼう「ビスケット」
10（月）～15（土） 16時30分～17時 いろんなボールあそびをしよう

花川南児童館
■所 花川南8・3　☎72・7311

22（土） 14時～15時　プログラミングであそぼう　定員：4人程度　※要申込
26（水）～10/6（土） 15時30分～16時　館内装飾「ハロウィーン」　参加自由
29（土） 14時～15時　こども会議「児童館まつりについて」　対象：小学4年生以上～中学生　定員：10人

児
童
館
の
行
事

9
月

  1（土）・19（水）・30（日） 14時～14時30分（19日のみ１５時～）　おもいっきり　ASOBI「じゃんけんベースボール」
  2（日） 10時30分～13時30分　はらぺこクラブ　※要申込
  2（日） 14時～15時10分　プログラミングであそぼう！
  5（水） 17時30分～20時・15（土）11時30分～14時・22（土）10時30分～13時　スタジオ研修　※要申込
  8（土）･15（土）･29（土） 15時～16時30分　いしかり児童館こどもまつり実行委員会
12（水）･22（土）･26（水） 15時30分～16時15分（22日のみ15時～）　トイツクル「積み木パズル」
17（月・祝） 10時～14時　秋の味覚祭～みんなで楽しく「いただきます」　※要申込
23（日・祝） 14時～15時30分　スポ　レク「あいぽーとマッチ～バスケットボール」

施設名 日時・内容
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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

「ゾラの生涯」
　フランスの文豪エミール・ゾ
ラの生涯を、フランスのユダ
ヤ人将校がスパイ容疑に巻
き込まれた「ドレフュス事件」
と絡めて描いた歴史ドラマで
す。アカデミー賞受賞作品。
日2㈰ 14時～16時

　お気に入りの絵本を
持ち寄って楽しむ絵本
会です。子どもから大人
まで、どなたでもお気軽
にご参加ください。
日22㈯
    13時30分～14時30分

名作を楽しむ会
（DVD上映会）

「奇跡の湿原尾瀬」
　夏の湿原に現れる水の絶
景。霧の朝、偶然が重なって
生まれる白い虹。澄み切っ
た池塘の水に降り注ぐ満天
の星――水の大地を巡る不
思議な旅が始まります。
日13㈭ 13時～13時50分

日 1㈯おはなし会 びっくりばこ
  8㈯よみきかせ「子っ子の会」
  9㈰むかしむかし
15㈯おはなし会 びっくりばこ
16㈰図書館司書
29㈯石狩市文庫連絡会
■時11時～11時30分

9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」

9月の　休館日
 3 （月）
10（月）
17（月・祝）

18（火）
24（月・振）
25（火）

日9㈰10時～15時　■所市民図書館、こども未来館あいぽーと　■￥無料

子どもたちや市民の方に
科学を楽しんでいただくイベントです。ぜひご参加ください!!

子どもたちや市民の方に
科学を楽しんでいただくイベントです。ぜひご参加ください!!

■対小学生以上 ■時11時～12時

講師は絵本の店どりーむきゃっちゃー
の安齋 久子氏です。

絵本で北海道の歴史を辿ろう

23（日・祝）

ステージ
みんなで楽しむ
「ぐるぐる実験ショー」
（札幌市青少年科学館スタッフ）

■時10時〈開会式後〉～、13時～

ブース 30種類以上の実験や工作を
体験するコーナーがあります！

・ペットボトルでミニ風車
・紙ブーメラン
・空気砲
・お湯で融ける
  不思議な金属
・マイナス196度の世界で
浮く超電導物質
・プログラミング教室 など

ブース
はたらく車

パトカーや
消防車などに
乗車体験でき
ます。

本事業は、子どもゆめ基金（独立行政法人国立青少年教育振興機構）助成活動です

講座・絵本を
楽しむ

ち とう

図書修理ボランティアさんが、あなたの
壊れた本を修理します。引き渡しは
10/28(日)15時～15時30分
「第19回石狩市民図書館まつり」
の会場で行います。
■対大切にしている本、思い出の
　 つまった本など　
■定先着5人、1人１冊まで
■申本館貸出カウンターで10/2(火)まで受け付け
※注意事項※ 本の状態によってはお断りする場合があります
　　　　　　 汚れやニオイは元どおりになりません

あなたの
大切な本、思い出の本を直します



場　所　りんくる（花川北6・1）
問合せ　保健推進課 ☎72・3124 子育て電話相談 平日 10時～16時

えるむの森 ·····················☎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・6225
子育て応援電話「ママパパライン®ほっかいどう」
····· ☎080・6062・4735 ※月曜13時～16時

地域子育て支援拠点では、子育てについて
の電話相談も行っています。

母子健康手帳
歯ブラシ
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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

13（木）

 4 （火）

12（水）

25（火）

12（水）

25（火）

 3 （月）

 5 （水）・18（火）  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

保育園は仕事など、事情により家庭で保育でき
ない場合に保護者に代わってお子さんを保育す

る施設で、乳幼児（0歳～就学前）が利用できます。幼稚
園は小学校以降の教育の基礎をつくるための学校で、
保育の必要性に関わらず幼児（3歳～就学前）が利用で
きます。認定こども園は保育と教育の両方を併せ持つ
施設です。

A1

　保育園・幼稚園・認定こども園は、
子どもが毎日通う場所だからこそ、
何を基準に選べばいいのかとても
迷うもの。そんなご家族の思いに子
育てコンシェルジュがアドバイスし
ます！ぜひ参考にしてくださいね。

園えらびQ&A

保育料の相談など気軽に声をかけてくださいね。子育て支援センターなどにも
出向きまーす！

子育てコンシェルジュ

村上 理絵さん

Q1保育園・幼稚園・認定こども園、なにが違うの？

保育内容や教育方針、送迎バ
スや給食の有無などが自分や

子どもにあっているか、子どもの反
応も見ながら確認してください。園
児や職員の雰囲気もポイントです。

A3

Q3見学に行ったら、どんなところを
確認したらいいの？

市役所にある「幼稚園・保育所ガイド」のほ
か、市や園のHPなどで、自宅から無理なく通

園できる距離か、園の教育・保育方針はどうかなど
を確認し、実際に見学に行く園を絞りましょう。園
開放や未就園児が参加できる行事があれば参加し
たり、個別に見学の申し込みをして園を知る機会を
持ちましょう。

A2
Q2まずは何をしたらいいの？

保育園と認定こども園の保
育所部は市役所子ども家庭

課（1階18番窓口）へ、幼稚園と認定
こども園の幼稚園部は各園に直接と
なります。

A4
Q4入園の申し込みはどこにするの？

みんな
で食べ

ると

おいし
いね！

保育園？

認定こど
も園？

幼稚園？

子育てコンシェルジュがいるところ▶子ども政策課（市役所１階18番窓口）　☎72・3631

いしかりっ子ひろばいしかりっ子ひろば 9月
子育て情報をここでもチェック！

通い
やすいのはどこかしら？

※ガイドは市役所や
　各支所、りんくる、
　各園などにあります


