
花川北児童館
■所 花川北3・2　☎74・2884

おおぞら児童館
■所 花川南1・1　☎73・4849

11（金） 15時30分～16時15分　避難訓練（地震）
12（土） 13時30分～15時　プログラミングであそぼう！　定員：8人

  5（土）・12（土）・26（土） 13時30分～14時30分　いしかり児童館こどもまつり実行委員会　定員：15人
17（木） 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（土）・26（土） 10時～11時30分  いしかり児童館こどもまつり実行委員会 対象：小学3年生以上 定員：15人
12（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
18（金） 11時～11時45分　防犯安全教室　対象：小学生　参加自由

施設名 日時・内容

  2（水） 17時30分～20時・26（土） 11時30分～14時　スタジオ研修 ※要申込
  5（土）・12（土） 14時～15時30分・26（土） 16時～16時30分　いしかり児童館こどもまつり実行委員会　
  5（土）・12（土） 15時30分～16時45分　スタジオ会議
  6（日） 10時30分～13時30分　はらぺこクラブ ※要申込
  6（日） 13時～15時30分　ロボット教室　定員：10人 ※要申込
  9（水） 15時～15時35分・14（月・祝） 14時～14時35分　おもいっきり　ＡＳＯＢＩ「まるドッヂ」
13（日） 14時～15時　スポ　レク「ペタンク」
22（火・祝） ①10時30分～12時30分 ②13時～15時　やきいもパーティー　定員：各10人 ※要申込
26（土） ①13時～14時 ②14時30分～15時30分　みんなで飛ばそう！ 水ロケット　定員：各10人 ※要申込
27（日） 14時～15時45分　プログラミングであそぼう！　定員：8人
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こども未来館「あいぽーと」
■所 花川北7・1　☎76・6688
■HP http://iport-ishikari.net/

場所・申込・問合せ
本館（花川北7･1） ☎72･2000

本館おはなし会

第81回
石狩の古老に話を聞く会

　アフガニスタンの貌（かお）と言
われたカーブル博物館。1993年に
破壊される前の代表的文化財を撮
影した貴重な記録と、えい・あい館
理事長の伊丸岡 秀蔵氏が撮影した
シルクロードの記録映像。
日6（日）13時30分～14時30分

えい・あい館映画上映会
「在りし日のカーブル博物館」 
「シルクロードと少数民族」

休館日
 7 （月）
15（火）
23（水）
28（月）

14（月･祝）
21（月）
25（金）
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日  5（土） おはなし会びっくりばこ
   12（土） よみきかせ 子っ子の会
   13（日） おはなし会「おはなしのんな」
   19（土） おはなし会びっくりばこ
■時11時～11時30分

　浜益区の㈲ふじみや製菓 小田 功
さんに「ふじみやの50年と川下地区」
についてお話いただきます。
日19（土） 13時30分～15時

名作を楽しむ会（DVD上映会）
「カズオ・イシグロ
　　　　　文学白熱教室」

　1982年のデビュー以来、人間の「記
憶」をテーマに描き、2017年にノーベ
ル文学賞を受賞したカズオ・イシグロ
が、日本で英文学を学ぶ学生を相手
に、自身の発想法や創作秘話、ルーツ
である日本への思いなどを語ります。
日10（木）13時～14時15分

おはなし会、人形劇、コンサート、ジャグリングショーなど、
盛りだくさんのイベント。皆さんのご来館をお待ちしています！

■時 両日10時～17時

第20回 んなミ

26
㈯

  9時50分 開会式（石狩翔陽高校 太鼓局演舞）
10時 むかしあそび
10時15分 おはなし会（びっくりばこ）
11時15分 人形劇（オペレ）
12時15分 図書館探検ツアー
13時 おはなし会（石狩市文庫連絡会）
14時 マジックショー（ジョニー・サモアさん）
15時 おはなし会（おおきな木）
16時15分 葛西 利光さんによるアルトSAXステージ
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10時 調べる学習コンクール表彰式
11時15分 人形劇（お楽しみ劇場 ガウチョス）
12時15分 おりがみ体験（子っ子の会）
13時 おはなし会（ALT＝外国語指導助手）
14時 おはなし会（子っ子の会）
15時 ジャグリングショー（ジャグリングパフォーマーKUROさん）
16時15分 Wander Aroundさんによるバイオリン＆ギター演奏

両日開催
国立大雪青少年交流の家コーナー／布の絵本とおもちゃであそぼう
クイズ・スタンプラリー（27日はＡＬＴと英語deトライ！も）
村山家文書展示／調べる学習コンクール入賞作品展示／軽食コーナー ほか



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

17（木）

  8（火）

16（水）

29（火）

16（水）

29（火）

  4（金）

15（火）・30（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

■所 りんくる（花川北6・1）■申 ■問 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 28（月） 10時30分～11時30分
■対 おおむね7～10か月児と保護者
■持 母子健康手帳、子ども用スプーン、おむつなど
　 お出かけグッズ
■定 20組（申込順）
■申 23（水）まで

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！

ステップアップ離乳食教室 

15 2019.10

議長 阿曽 直美さん
いしかり子育てネット会議

テーマは「子どもはみんなで育てよう」
日18（金） 10時～15時　■所花川北コミセン（花川北3・2）
問いしかり子育てネット会議事務局（子ども政策課内）☎72・3631

来場記念品
プレゼント

20192019

今年は

　北コミ
センで

開催！

メッセで遊んだ後、アンケートを

記入いただくとお菓子をプレゼント！

13時〜は加えて野菜詰めも！

（どちらも数量限定）

太田ひろしさんの
マジックショー
　目の前にあったものが突然消えたり、また
現れたり！親子で楽しめるショーです♪

10時15分～11時

親子であそぼう
ミニ縁日
　ふわふわドームやいたずら
ハウスが登場！ 牛乳パック
工作や、てがたdeアートも。

11時～15時

ワークショップ
・かんたん手品（11時30分ロビー集合）
・お名前入りキーホルダー（300円～）
・カラーセラピー
・ママのリラックスコーナー
・出前「こっこひろば」
・育児相談　など

11時～15時

　おもちゃの
修理をします。

11時30分～13時30分

お弁当販売
　ワンコイン弁当（500円）
やパンが並びます。
　13時～は
市内の人気
和洋菓子の
販売も。

11時30分～14時

はいはい競争
　自力で前に進める～歩行前の
お子さんが対象。
　お米や野菜の詰め
合わせの賞品あり！
25人まで。

11時～

よちよち競争
　おおむね1歳6か月までの
歩行ができる
お子さんが対象。
　お菓子の賞品
あり！ 25人まで。

13時30分～

おもちゃ
クリニック

おうちで
壊れてしまった

おもちゃを持って
きてね

9時45分～
受け付け

13時～
受け付け

　毎年、子育てメッセの開催を通して、地域の子育て
関係団体や支援事業を広く知っていただき、団体と
のつながりの輪を広げていければと思っています。
　お子さんと一緒に楽しい時間を過ごしていただけ

るよう、さまざまな企画をご用意して
いますので、ぜひお友達も誘って会場
に足を運んでください。ご来場を
心よりお待ちしています

MAGICIAN


