
花川北児童館
■所 花川北3・2　☎74・2884

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

おおぞら児童館
■所 花川南1・1　☎73・4849

13（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
22（月）・23（火）・25（木）・27（土） 15時～16時　お楽しみクラフト「夏の飾りをつくろう」　定員：各10人
26（金） 13時30分～15時30分　夏休み工作「アクアフレーム」　定員：8人　費用：500円　申込：16（火）～

  6（土） 14時～15時　こども会議「児童館まつりについて考えよう！」　定員：15人
20（土） 9時30分～11時　プログラミングであそぼう！　定員：8人
26（金） 9時～12時　夏休み工作「グラスアート」　定員：8人　費用：500円　申込：13（土）～

花川南児童館
■所 花川南8・3　☎72・7311

  5（金）～10（水）16時30分～17時10分　つくってあそぼう「カメのぐらぐらタワー」 対象：小・中学生 参加自由
13（土） 9時30分～11時　プログラミングであそぼう！　対象：小・中学生　定員：8人 ※要申込
27（土） 9時30分～11時  こども会議「こどもまつりについて考えよう」 対象：小学校4年～中学生 定員：10人 ※要申込
31（水） ①10時～12時 ②13時～15時 つくってまなぶ！万華鏡の世界！ 対象：小学校4年～中学生 定員：各4人 費用：500円 申込：16（火）～

児
童
館
の
行
事

7
月

  3（水） 17時30分～20時・20（土） 11時30分～14時　 スタジオ研修 ※要申込
  6（土） 14時～14時30分・17（水） 15時～15時30分　おもいっきり　ASOBI「カラーボール」
  7（日） 10時30分～13時30分　はらぺこクラブ ※要申込
13（土）・20（土）・27（土） 14時～15時　こども会議
13（土） 15時～16時15分・20（土） 15時30分～16時15分　スタジオ会議
14（日） 14時～14時45分　スポ　レク「あいぽーとマッチ 3on3」
20（土） 15時～15時45分　トイツクル「キラキラビーズゴマ」
28（日） 14時～15時45分　プログラミングであそぼう！　定員：8人

施設名 日時・内容

スリーオンスリー
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場所・申込・問合せ　市民図書館（花川北7･1）　☎72･2000

えい･あい館
映画上映会

「カミオカンデ」
「サイエンスグラフィティ」
　岐阜県の神岡鉱山にある、
ミクロとマクロの謎を関連付け
て調べられる実験施設「スー
パーカミオカンデ」の建設記録
と、肉眼では捉えることの難しい
「科学と映像の世界」の2作品。
日7（日）14時～15時

名作を楽しむ会
（DVD上映会）

「沖縄戦全記録」　　　　　
　太平洋戦争中、地上戦とし
ては最大の民間人犠牲者を
数えた「沖縄戦」。日米の兵
士たちを狂気へと追い込み、
南の島を悲劇の戦場に変え
た〝軍民一体〞の地上戦の実
態に迫る。
日11（木）13時～14時

7月の 
行事の
ご案内です

7月　の休館日
 1 （月）
 8 （月）
15（月・祝）

16（火）
22（月）
29（月）

　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27（土）
    13時30分～14時30分

おとなも絵本を
楽しみ隊
「おおきな木」

本館
おはなし会

日6（土）・20（土）
おはなし会びっくりばこ
13（土）
よみきかせ「子っ子の会」
14（日）
おはなし会「おはなしのんな」
（旧むかしむかし）
28（日）図書館司書

■時11時～11時30分

　9月の「図書館を使った調べる学習
コンクール」や自由研究に向けた特別
講座です。講師は学校図書館司書。
※申込不要。本館貸し出しカウンターへ 　市民が科学に触れて楽しめる体験イベント

のブース出展者を募集します。

　札幌市の会社社長 石塚 代志美さんが
収集し、石狩市に寄託された「ちびまる子
ちゃん」の作者さくらももこさんなど
人気マンガ家直筆の色紙を展示します。

マンガ家直筆色紙展示
8/2(金）～20(火)

31㈬
●❼

2㈮
●❽ 図書館を使った

調べる学習コンクール

■対小・中学生
■時10時～11時30分
■持筆記用具、ノート

特別
講座

除籍本の無償譲渡
　図書館で内容が古くな
り除籍したものを無償で
お譲りします。
■日28（日）10時～

■日11/24（日） 10時～15時
■所こども未来館「あいぽーと」、市民図書館
　（花川北7・1）
■￥ 800円（昼食、イベント保険代）
■申 7/31（水）までに本館貸し出しカウンターへ
　出展申込書を持参、ファクス、メール
　573・9120
　 ishikari-lib@mail.ishikari-lib-unet.ocn.ne.jp
■HP http://www.ishikari-lib-unet.ocn.ne.jp/
　html/event_kagakunosaiten.html

昨年
出展ブース

●お湯で融ける不思議な金属 ●錬金術
●時計反応 ●トリックアートの世界 など

出展者
募集！
出展者
募集！

第9回科学の祭典in石狩第9回科学の祭典in石狩



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

発達すくすく相談

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

18（木）

  9（火）

17（水）

23（火）

17（水）

23（火）

  5（金）

10（水）・25（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

場所　りんくる（花川北6・1）　　申込・問合せ　保健推進課 ☎72・3124

　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　22（月） 10時30分～11時30分
対　象　おおむね7～10か月児と保護者
講　師　市管理栄養士 
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　17（水）

健診・相談コーナー

いしかりっ子ひろばいしかりっ子ひろば 7月
子育て情報をアプリでもチェック！

■所花川南4・3・2 認定こども園・ひかりのこ いしかり内　☎73・0773
■日月・火・水曜　10時～15時 ※祝日、お盆、年末年始休み地域子育て支援センターくるみの木広場

　月に1・2回、火曜10時30分から30分ほど、
こども園の園庭も開放しています。帽子と水筒を
持って気軽にお越しください♪
　園庭開放日は市内の公共施設などで配布の
「いしかり子育てネットマガジン」でお知らせし
ます。

広い園庭で思いっきり遊んじゃおう！

人工芝が

キレイ！

ママ
の

声 遊具や人工芝が整備されている
ので、安心して遊ばせることがで

きます。近所の公園ではなかなか会
わない同世代の子と、ここへ来たら一緒
に遊べるのでとても楽しいようです。
また来ようと思います。

ママ
の

声
大好きなアンパンマンの遊具で
遊ぶことができて、すごく喜んで
います。外で遊ぶことが好きなの

で、園庭開放は今後もいっぱい利用
しようと思います。

中村 恭子先生　　 岡田 志保先生

アンパンマン号に
乗ったよ♪

長い階段を
上るのが一番
楽しかった

▲公園にはない子ども用の
　サッカーゴールもあります 

▲テーブルやベンチ、大きなバケツ。
　遊び方は無限大！

▲長い階段を登ったら… 

▲長いすべり台が待っています。

清野 湊翔くん
（2歳2カ月）

みなと

関口 愛美ちゃん
（1歳11カ月）

まなみ

関口 美咲さん 清野 晶さん

ステップアップ離乳食教室 

ママと

一緒に滑
るの

楽しいね
♪

今月の
園庭開放

■日2（火）・9（火）
　10時30分～11時


