
施設名 日時・内容

おおぞら児童館
■所 花川南1・1　☎73・4849

花川南児童館
■所 花川南8・3　☎72・7311

  6（木）～8（土） 15時45分～16時30分　風船アイスキャンドルを作ろう！　定員：5人 ※8（土）は点灯式16時15分～
  8（土） 14時～15時30分　プログラミングであそぼう！　定員：8人 ※要申込
15（土） 13時～14時　プレイタイム「王様陣取り」　対象：小学生　持ち物：上靴　定員：10人
22（土） 9時30分～11時　こども会議「カレンダー作成」　対象：小学4年生～中学生 ※要申込 

花川北児童館
■所 花川北3・2　☎74・2884

  1（土） 13時30分～14時30分　こども会議
  8（土） 9時30分～11時　プログラミングであそぼう！　定員：8人
15（土） ①10時～11時　②13時～14時　作って遊ぼう！ 「ぶんぶんごま」　定員：各15人
  8（土） 13時30分～15時　プログラミングであそぼう！　定員：8人　
22（土） 13時30分～15時 　お楽しみクラフト（おひなさま飾り作り）　定員：15人

  1（土） 14時～14時40分・12（水） 15時～15時40分　おもいっきり　ASOBI「座って取って、走って取って」 
  2（日） 10時30分～13時30分　はらぺこクラブ ※要申込
  5（水） 17時30分～20時・15（土） 11時30分～14時　スタジオ研修 ※要申込
  8（土） 14時～15時 こども会議　9（日） 15時～16時　スポ　レク「スポレク総選挙」
15（土） 15時～16時15分　スタジオ会議　19（水） 15時～15時40分　不審者対策訓練
20（木）～26（水） 15時～15時40分（土曜11時～、日曜・振休14時～）　キセツクル「まるめてかさねて春の花」
23（日・祝） 13時30分～15時15分　プログラミングであそぼう！　定員：8人
29（土） 14時～15時　もうすぐ春だよ～！ 全員集合

こども未来館「あいぽーと」
■所 花川北7・1　☎76・6688
■HP http://iport-ishikari.net/
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 3 （月）
12（水）
24（月･振）
28（金）

10（月）
17（月）
25（火）

本館おはなし会

おとなも絵本を楽しみ隊
「おおきな木」

日  1（土）・15（土） おはなし会びっくりばこ
     8（土） よみきかせ「子っ子の会」
     9（日） おはなし会「おはなしのんな」
   23（日・祝） 図書館司書
   29（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22（土）13時30分～14時30分

名作を楽しむ会（DVD上映会）
「神の領域を走る」

　南米パタゴニアの原野や山岳地帯
などを不眠不休で走る世界一過酷な
タイムレースに47歳の日本人が挑ん
だ。アスリートたちが恐れる、レース終
盤に立ちはだかる「神の領域」とは…。
日13（木）13時～13時50分

えい･あい館 映画上映会
「武器よさらば」

　第一次世界大戦のイタリアを舞台
に、アメリカ人負傷兵とイギリス人看
護師の恋を描いたヘミングウェイの
小説を映画化した作品。出演はゲイ
リー・クーパー、ヘレン・ヘイズ。
日2（日）13時30分～14時50分

場所・申込・問合せ
本館（花川北7･1）☎72･2000

　いしかり市民カレッジ運営委員の
徳田昌生さんに「石狩に学びの場を
～いしかり市民カレッジ～」と題して
お話いただきます。

第83回 
石狩の古老に話を聞く会　ニーズが高い雑誌を地域の支援に

より充実させる制度です。雑誌スポン
サーには図書館作成の「雑誌リスト」
から選定した雑誌の最新号を購入し、
本館へ届けていただきます。

雑誌スポンサー制度

82020.2

雑誌の表紙カバー表面にスポンサー名を、
裏面に広告を表示します（1年間掲出）

■日22（土）13時30分～15時

読まなくなった本を
　　　提供してください！
　「中古本リサイクル市 ブックマーチ」の開催
に向け、本を集めています。収益は主催者の
NPO法人ひとまちつなぎ石狩が運営する市
民活動情報センター「ぽぽらーと」の新たな
蔵書として利用者へ還元されるほか、アジア
の教育支援に役立てられます。

※汚れのひどいものや、百科事典、文学全集、
　週刊誌は除く

状態が良好な
▶文庫本
▶ハードカバー
▶辞書
▶専門書
▶コミック
▶ゲーム攻略本
▶児童書
▶発行より3年以内の雑誌

募 集 す る 本

募集場所
市民活動情報センター
「ぽぽらーと」（花川北3・2）
市民図書館
募集期間
4（火）～29（土）※休館日除く

※要申込、詳細は本館へ要問合せ

■問市民活動情報センター「ぽぽらーと」
　☎77・7070



いしかりっ子ひろばいしかりっ子ひろば 2月
子育て情報をアプリでもチェック！

■所樽川6・2・601 パストラル会館
■問いしかりファミリー・サポート・センター ☎72・5552ファミサポ出前「こっこひろば」

車の
おもちゃが
お気に入り！

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

20（木）

  4（火）

19（水）

25（火）

19（水）

25（火）

  7（金）

13（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

■所 りんくる（花川北6・1）■申 ■問 保健推進課☎72・3124

　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の方は要相談

■対 おおむね4～6か月児と保護者
■日 17（月） 13時30分～15時
■持 母子健康手帳、子ども用スプーン、バスタオル、
　 おむつなどお出かけグッズ
■定 20組（申込順）
■申 12（水）まで

健診・相談コーナー

はじめての離乳食教室

9 2020.2

ママ
の

声 　皆さん優しく接してくれて、
毎回とっても楽しく過ごしてい

ます! 家にないおもちゃがたくさん
あるのでいつも夢中で遊んでいます。

廣田かすみさん

小佐野佳栄さん 宮田あゆみさん

　おままごとや乗り物、絵
本など、子どもが飽きずに
遊べるアイテムがたくさ
ん！お昼にはランチコー
ナーが設けられ、お弁当を
持参すればみんなで一緒に
食べられます。授乳室やお
むつ替えコーナーもあり
ます。

おもちゃが
いーっぱい！

　いしかりファミリー・サポート・
センター（ファミサポ）は子育て
の援助をしてほしい人（依頼会
員）の要望に応じて、子育ての援
助ができる人（サポート会員）を紹
介し、お互いの理解と協力のもと
に有償でお子さんを預かる会員
組織です。仕事やリフレッシュのた
めに、またこども園や習い事の送
迎などでも利用されていますよ！

●ファミサポ会員になる
必要があります

●会員登録は申込用紙に
記入するだけ♪ その場
ですぐにできます

●登録費や年会費などは
一切かかりません

　月に1度、パストラ
ル会館で「こっこひ
ろば」を開催してい
ます。気軽に遊びに
来てくださいね！

次回の
開催

　10時30分～14時
■日27（木）

蓮くん
（1歳8か月）


