
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

  5（月） 13時30分～15時30分  夏休み工作「ドライフラワーで作る小箱の中のお花屋さん」  対象：小学校3年以上  定員：8人  費用：500円
17（土） 13時30分～15時　プログラミングであそぼう！　定員：8人

  1（木）～10（土） 13時30分～14時30分　けん玉にチャレンジ！
  3（土） 9時～12時　針でチクチク縫ってみよう♪　定員：8人　費用：300円
  6（火） 13時30分～14時30分　こども会議　定員：15人
24（土） 9時30分～11時　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

  5（月） 9時30分～11時　 プログラミングであそぼう！　定員：8人
  7（水） 10時～12時　レジン・プラバンの３Dな世界　対象：小・中学生　定員：10人　費用：500円
17（土） 13時～14時　プレイタイム「ドーナツバスケット」　対象：小・中学生　持ち物：上靴　定員：12人 ※要申込
24（土） 9時30分～11時　こども会議「いしかり児童館まつりについて考えよう」　定員：10人　対象：小学校4年～中学生
  3（土） 14時～15時30分　こども会議
  4（日） 10時30分～13時30分　はらぺこクラブ ※要申込
  4（日）～10（土） 14時 ～14時30分（9日のみ11時～）　夏休み企画「完全燃焼！シャトルRUN」
  7（水） 15時～15時45分・21（水） 15時30分～16時15分　おもいっきり　ASOBI「キングをねらえ！」
  7（水） 17時30分～20時・17（土） 11時30分～14時　スタジオ研修 ※要申込
11（日・祝） 15時～16時 　スポ　レク「バスケットボール」
17（土） 14時～14時45分　トイツクル「パタパタ折って、花火のうちわ」　定員：8人
17（土） 15時～16時15分　スタジオ会議
25（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・内容児

童

館

の
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場所・申込・問合せ
本館（花川北7･1） ☎72･2000

本館おはなし会

日3（土）・17（土） おはなし会びっくりばこ
10（土） よみきかせ「子っ子の会」
11（日・祝） おはなし会「おはなしのんな」
25（日） 図書館司書
31（土） 石狩市文庫連絡会

■時11時～11時30分

　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24（土） 13時30分～14時30分

※13（火）は夏休み特別開館します（10時～17時）

　厚田区在住の品田 寛毅さんに
「厚田のまちの移り変わり」につい
てお話いただきます。
■日17（土） 13時30分～15時

第80回 
石狩の古老に話を聞く会図書館雑誌

リサイクル広場
　保存期間を過ぎた雑誌
を、利用者の皆さんに無償
でお譲りします。
■日25（日） 10時～

■対中学生以下と保護者
■時13時～15時

　身近なものを
使って、ビー玉
ルーペ、ドラゴン
イリュージョン、
モビールなどを
作ります。
※申込不要。材料がな
　くなり次第終了

6㈫

おとなも絵本を楽しみ隊
「おおきな木」

　沖縄北部のジャングルで米軍と
戦った少年兵。今、元少年兵たちが秘
められた過去を語り始めた。子ども
たちが戦争に利用された知られざる
歴史を、再現アニメを交えて伝える。
日8（木）13時～14時15分

名作を楽しむ会（DVD上映会）
「あの日、僕らは戦場で」

　約100年前、十勝野に新天地を求
め、開拓の戦いに挑んだ依田勉三。し
かし、彼ら開拓団の前に立ちふさが
る北の荒野はあまりにも冷たく、厳
しかった。勇気と感動の青春巨編。
日4（日）14時～16時

えい･あい館 映画上映会
「新しい風」

よ　だ

休館日
 5 （月）
12（月･振）
19（月）
26（月）

ビー玉ルーペ

モビール

ドラゴン
イリュージョン
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講師は、
石狩翔陽高校
科学部の皆さん！

ひろ き



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

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

22（木）

  6（火）

21（水）

27（火）

21（水）

27（火）

  2（金）

  1（木）・28（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

場所　りんくる（花川北6・1）　　申込・問合せ　保健推進課 ☎72・3124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
子育て情報をアプリでもチェック！

村上 理絵 鈴木 里美

　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　26（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、
　　　　おむつなどのお出かけグッズ

定　員　20組（申込順）
申込期限　21（水）

あなたはどのタイプ？あなたはどのタイプ？

働いているなど、日中家で子どもをみられない

子ども家庭課に申し込み

認定こども園
（３号）保育所

タイプ

認定こども園
（２号）保育所

タイプ

認定こども園
（１号）幼稚園

タイプ

園に
直接申し込み

子育て支援
センターな
どでママや
パパと遊ん
でもう少し
入園を待ち
ましょう

お子さんの年齢は? お子さんの年齢は?

YES

0～2歳 3～5歳 満3～5歳 0～2歳

NO

Q 保育所・幼稚園・
認定こども園、
なにが違うの？
保育所は仕事など、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（生
後57日～5歳）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（満
3～5歳）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。

A

Qそろそろ入園…
まずは何をしたらいいの？

子ども家庭課にある「認定こども園・保育所
ガイド」や、市や園のHPなどで、自宅から無理なく

通園できる距離かを確認しましょう。また、教育・保育
方針なども確認し、個別に見学を申し込んで園を知
る機会を持ちましょう。

A

Q 見学に行ったら、どんなところを
確認したらいいの？

園の雰囲気を感じながら、園バスや給食の有無
などが自分と子どもの生活スタイルや希望に

合っているかを職員に質問したり、子どもがどんな
反応をしているかを確認してください。

A

園児や職員が
楽しそうに過ごしているかも
チェックポイントです

園開放や
未就園児が参加できる行事
があれば、参加するのも

良いですね！

はじめての離乳食教室

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

子育て
コンシェルジュ

子育てコンシェルジュの園えらび　＆AQ
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