
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
  
 

 

第８号（年４回発行） 
Ｈ２３．４．１発行 
（発行） 
「ちとせ子育て支援 

ネットワーク会議」 
（事務局） 
千歳市子育て総合支援センター

「こどもセンター係」 
ＴＥＬ：0123-40-1717

待ちに待った春がやってきました。北海道は冬が長い

分、本当に春が待ち遠しかったですね。これからどんど

ん暖かくなり、木の芽が芽吹き、虫が顔を出してくる季

節です。大人には見慣れた光景でも子どもたちには初め

て見るものや、初めて触るもの、また、初めての香りだ

ったりするものが沢山自然の中にあると思います。広い

所で、身体全部を使って思い切り歩いたり走ったり、ま

た手先を使って葉っぱや石を拾ったり、色とりどりの草

花に触れるなど、この時期ならではの戸外遊びを十分楽

しめることを大切にしていきたいですね。 

※詳しいことを知りたい方は 
「ちとせっここどもセンター」４０－１７１７まで

平岡公園（梅林公園） イコロの森 

いってみませんか？
おはなのあるこうえんに 

     札幌市清田区平岡公園１－１ 
        ０１１－８８１－７９２４ 
梅の名所として知られる平岡公園。梅の花の見頃
の時期にあわせ夜間ライトアップを行っていま
す。もちろん昼間行っても素晴らしいですよ。 

    苫小牧市植内苗５６５－１
        ０１４４－８４－４１５６ 
多様な植物で構成されたガーデンでは、北海道
ならではの自然が育まれています。緑に触れて
親子でリラックスタイムを満喫してください。

      夕張郡由仁町伏見１３４－２   
０１２３－８２－２００１ 

ローズガーデンでは、北海道で生育可能なバラが
数十種植えられています。 
また、広大な敷地で、ガーデン内のトロッコに乗
って、ゆっくり色とりどりの花を見て回れますよ。

     恵庭市牧場２４１－２ 
        ０１２３－３４－７８００ 
★銀河庭園  

園内には３０のテーマガーデンがあり、その中
には英国の『チェルシーフラワーショー』でゴ
ールドメダルを受賞したガーデンを、恵庭の気
候にあわせて再現したものもあります。 
★とまとの森 
一粒の種から、一年間で 17,000 個のトマトがた
わわに実る様子は驚きです。 
★キッチンガーデン 
目の前にぶら下がるカボチャや絵画のように美
しく植えられた野菜の畑は楽しさいっぱい！ 

滝野すずらん丘陸公園 

えこりん村 ゆにガーデン 

     札幌市南区滝野２４７ 
０１１－５９２－３３３３ 

この公園での楽しみとして外せないのは、園内を
美しく彩る花たち。 
四季折々の花をお楽しみください。 

今回のネットワーク通信では、春にちなんでお

花のある公園特集をしてみました。 

千歳市内にも色々な公園にお花がきれいに咲き

ますが、少し遠出するととても素晴らしい景色

の公園があるのでご紹介したいと思います。 

この他にもお勧めスポットがあれば、是非ご一

報くださいね＾＾  



                                                     

 
 
 

 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
 
 
 
 
 

 

ことばは似ていますが「甘やかす」とは、子どもが自分でできることを大人の都合で

やってあげてしまったり、何でも欲しい物の要求を言われるがままに受け入れるなど

わがままを通してしまうことで、「甘えさせる」とは、子どもがどうしてもできない

ことを手伝ってあげたり、スキンシップをとりながら話を聞いてあげたり、一緒に遊

んであげるなど、気持ちの要求を受け入れることなどを言います。子どもにとって「甘

える」ということはとても大切なことです。 

甘えが満たされると、自分は愛されているんだと安心感を持ち、こころの成長へとつ

ながっていきます。それと同時に信頼関係が築かれ、家族や周りの人への愛情が育っ

ていくものですよ！ 

又、子どもによっては甘えるのが苦手な子もいますので、要求を表に出せずに遠慮

や我慢をしているなと感じた時には親の方から十分にスキンシップをとって接して

あげるよう心がけるといいですね！きっと自分の気持ちを素直に表現できるように

なると思いますよ。「甘やかす」と「甘えさせる」は違うということを十分理解しま

しょう。そして、いっぱいいっぱい抱きしめてあげて下さいね！ 

上のような「子育てＱ＆Ａ」が月２回メールで送られてきます。（パソコンでも携帯

でもＯＫ！）右のＱＲコードで登録してくださいね。 

 

 

わくわく子そだて 

パパの足の甲に向かい合わせで赤ち
ゃんを立たせ、てをもってあるいてあ
げましょう。ぱぱは後退しながらゆっ
くり歩いてあげてね。はじめはひざに
つかまらせてあげるとうまくいきま
すよ。慣れてきたら同じ方を向いて歩
いてみましょう 

赤ちゃんの体を持ち上げて、「ひこーきブーン」と言い
ながら家の中を優しく移動します。ぐずっている時に
「じゃ、ひこーきブーンで行こうか」と誘ってあげま
しょう。また上半身しっかり抱えて、「うえにいきま～
す」「したにいきま～す」とゆっくり上下させてあげる
のも楽しいですよ。

「こども知育えほん」より 
みほぱんだママ 



 

 

 

＜材料＞（2人分） 

 鮭水煮缶  60ｇ   塩こしょう 少々 

 長ネギ   14ｇ   片栗粉   8ｇ 

 卵     1/2 個  サラダ油  4ｇ 

             ケチャップ 8ｇ   

 

① 鮭水煮は缶から出して、水気を切っておく。長ネギは
薄い小口切りにする。 

② ボウルに卵を割りいれて溶きほぐし、①とＡを入れて
よく混ぜ合わせる。 

③ フライパンにサラダ油を熱し、②をスプーンですくっ
て落としメダルの形になるように平らにのばして両

面を焼く。 

④ ③を皿に盛り、ケチャップを添える。 
 

 

 

 

＜材料＞（２人分） 

小麦粉     60ｇ      牛乳    30ｇ 

ベーキングパウダー  2ｇ    バター      12ｇ 

スキムミルク  20ｇ      茹で小豆缶  40ｇ

卵       50ｇ      油（生クリーム）4ｇ

 

① 小麦粉とベーキングパウダーは合わせてふるう。 
② 割りほぐした卵に①とスキムミルク、柔らかくしたバ

ター、小豆缶、牛乳を加え混ぜ合わせる。固さを見て

固めであれば牛乳少々を足しのばす。 

③ 油をひいてならしたフライパンに、お玉で②をすくい
丸型にし両面を焼く。 

④ 好みでホイップした生クリームを添える。 
 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

  
 
 
  
 

 
 
 
 
 
 
   
 
 
   
 
  

＝転倒転落で頭をぶつけたとき＝ 

転倒転落は乳幼児の事故の中で一番多く、4歳までの乳幼児のほとんどが「居間」で起きています。

また、「階段」は1歳から増加する転倒・転落が起きやすい場所でもあります。 

乳幼児が転びやすい原因の第1位は、平衡感覚が十分発達していなくまた、体幹に比べて頭が大きく

重く、重心の位置が高いこと、子どもの視野が大人に比べて狭いことも関係しています。 

【擦り傷、切り傷】流水で傷口を洗い消毒はせず、傷口は乾かさず、ラップなどで保護する。化膿

していたり、動物に噛まれた時は消毒し、病院へ。軟膏などは傷口をふさぐことが

出来なくなるので使用は避けましょう。 

【頭にこぶができた時】できるだけ安静にして冷たいタオルなどで冷やす。絶対に押したり揉んだりし

ないようにしましょう。 

【頭から出血している時】傷口を洗って消毒し、あわてずまずは止血する。なかなか血が止まらなかっ

たり、止血しても機嫌が悪かったりぐったりしていれば病院へ。 

※傷がなくても頭をぶつけた時は、最初は平気でも後から元気がなくなる時や意識がもうろうとするこ

とがあるので遊びをやめて静かに過ごさせ様子をみましょう。 

 

★連載コーナー★ 

★健康推進課 栄養士

Ａ 

★子育て総合支援センター 保健師★ 

① 底とふたを取ったミルク缶に両面テー
プで紙を貼る。（紙に切り込みを入れて

内側に折り込んで貼る。） 

② その上にフェルトを貼る。 

③ワイヤーハンガーを曲げる。（ミルク缶よ

り少し大きくする。） 

④顔を貼った段ボールに③を折り曲

げたハンガーを通す。ミルク缶に貼

る。 

中に鈴を入れると音がして楽しいよ

♪ 

⑤ラップの芯を入れる。 

⑥差し込んだラップの芯が抜けない

ように、ボール紙の帯を貼ってとめ

る。 

⑥ミルク缶の側面にこんな顔を貼っ

てあげるとくるくる回って楽しいで

すよ。アンパンマンを貼ってあげる

と大喜びするかもしれませんね。 

フレーベル館 

「手作りおもちゃプレゼント」より



＜4月＞

日　程 行　　事 場　　所 お問い合わせ先

 ６日（水）  わくわくママクラブ（妊娠コース）  総合保健センター  健康母子係（24-0771）

13日（水）  子育て塾「ベビーマッサージ①」  ちとせっこセンター  ちとせっここどもセンター（40-1717）

18日（月）  子育て塾「産後ママストレッチ」  ちとせっこセンター  ちとせっここどもセンター（40-1717）

22日（金）  子育て講座「ママは救命救急士！」  アリス保育園  アリスこどもセンター（24-8341）

23日（土）  体験パパクラブ  総合保健センター  健康母子係（24-0771）

＜５月＞

日　程 行　　事 場　　所 お問い合わせ先

１３日（金）  子育て講座「和太鼓で遊ぼう！」  アリス保育園  アリスこどもセンター（24-8341）

１６日（月）  子育て塾「母親のためのピラティス」  ちとせっこセンター  ちとせっここどもセンター（40-1717）

２０日（金）  子育て講座「歯と栄養」  ちとせっこセンター  ちとせっここどもセンター（40-1717）

２５日（水）  わくわくママクラブ（出産コース）  総合保健センター  健康母子係（24-0771）

２７日（金）  子育て支援ネットワーク会議  ちとせっこセンター  ちとせっここどもセンター（40-1717）

＜６月＞

日　程 行　　事 場　　所 お問い合わせ先

　３日（金）  戸外ミニ運動会  ちとせっこセンター  ちとせっここどもセンター（40-1717）

１１日（土） 体験パパクラブ  総合保健センター  健康母子係（24-0771）

１７日（金）  親講座「乳がん講座」  ちとせっこセンター  ちとせっここどもセンター（40-1717）

２０日（月） わくわくママクラブ（育児コース）  アリスこどもセンター  健康母子係（24-0771）

２１日（火）  子育て塾「ベビーマッサージ②」  ちとせっこセンター  ちとせっここどもセンター（40-1717）

２４日（金）
子育て講座「らくらくトイレット
                                トレーニング」

 アリス保育園 アリスこどもセンター（24-8341）

　２月１８日（金）１３時３０分から約２時間、今年度４回目の「ちとせ子育て支援ネット
ワーク会議」が開催されました。市内の民生委員児童委員さんや保育園、子育てサークル、
行政など子育てに関わる機関や団体から４０名が参加し、各機関との連携を深めるととも
に、千歳市内の子育てに関する課題について意見交換がなされました。今回のテーマは「み
んなで見守る千歳市の支援について」。このテーマを柱に７つのグループに分けれて話し合
いを行いました。
「子育てサロンや子育て支援を行っていることをよくわかって
いない母親がいる」「もっとＰＲしてはどうか」「このような
ネットワークの話し合いが地域であるとよい。」などいろいろ
な意見が出されていました。今後も各機関団体が連携をとり子
育てを支援していきたいと考えていています。

※事前申し込みが必要なものもあります。
また日程が変更になる場合もありますのでご確認の上ご参加ください。

行 事 予 定

アリスこどもセンター・ちとせっここどもセンター・健康推進課編



＜４月＞

日　程 行　　事 場　　所 お問い合わせ先

１４日（木）  絵本シアター  いずみさわ児童館  いずみさわ児童館（28-6110）

２２日（金）  お誕生会  せいりゅう児童館  せいりゅう児童館（22-2560）

２５日（月）  こいのぼり作り  ちとせっこ児童館  ちとせっこ児童館（42-5551）

２５日（月）  感触あそび  ほくおう児童館  ほくおう児童館（42-3743）

２６日（火）  おはなしポケット「ユーマイ☆キッズ」  ほくよう児童館  ほくよう児童館（26-6789）

＜５月＞

日　程 行　　事 場　　所 お問い合わせ先

１３日（金）  小麦粉粘土あそび  ちとせっこ児童館  ちとせっこ児童館（42-5551）

１６日（月）  リズム遊び  ひので児童館  ひので児童館（24-3163）

１６日（月）  リズム遊び  しゅくばい児童館  しゅくばい児童館（27-3126）

１７日（火）  お楽しみ会  しなの児童館  しなの児童館（22-2977）

１８日（水）  ごっこ遊び  いずみさわ児童館  いずみさわ児童館（28-6110）

２０日（金）   ごっこ遊び  せいりゅう児童館  せいりゅう児童館（22-2560）

２３日（月）   作ってあそぼう  ほくおう児童館  ほくおう児童館（42-3743）

２４日（火）   小麦粉粘土あそび  ほくよう児童館  ほくよう児童館（26-6789）

＜６月＞

日　程 行　　事 場　　所 お問い合わせ先

　１０日（金）  感触あそび  いずみさわ児童館  いずみさわ児童館（28-6110）

　１０日（金）  おはなし会  ちとせっこ児童館  ちとせっこ児童館（42-5551）

　１３日（月）  感触あそび  しゅくばい児童館  しゅくばい児童館（27-3126）

　１４日（火）  みんなの広場  ほくよう児童館  ほくよう児童館（26-6789）

　２０日（月）  みんなの広場  ほくおう児童館  ほくおう児童館（42-3743）

　２１日（火）  おはなし会  ひので児童館  ひので児童館（24-3163）

　２４日（金）  人形劇『かざぐるま公演』  せいりゅう児童館  せいりゅう児童館（22-2560）

  ３０日（木）  キッズ広場  ちとせっこ児童館  ちとせっこ児童館（42-5551）

未  定  人形劇  しなの児童館  しなの児童館（22-2977）

    また日程が変更になる場合もありますのでご確認の上ご参加ください。

☆幼稚園・保育園開放情報☆　　
　　　　　　★メリー幼稚園☆第２メリー幼稚園・・・ 毎週月曜日
　　　　　　★わかば幼稚園☆第２わかば幼稚園☆・・・毎週水曜日（月２～３回）

   ※児童館では、育児サークルにお部屋を貸しています。詳しいことに関してはご連絡ください。

　　　                                                       千歳市役所保育課児童館係　２４－０３３８（直通）

  ※事前申し込みが必要なものもあります。

　　　　　　★向陽台つくし幼稚園・・・毎週木曜日
　　　　　　★千歳青葉幼稚園・千歳幼稚園・千歳第２幼稚園・千歳つくし幼稚園・・・日程は後日
　　　　　　★北陽保育園・・・毎月第４水曜日

☆保育所所庭開放情報☆

　　　　　　★真々地保育所☆北栄保育所 ・・・毎週木曜日
　　　　　　★末広保育所・・・毎週水曜日

行 事 予 定

児童館・幼稚園・保育園・保育所編



 
 
 
 
 
 

※変更がある場合がありますので、 

図書館までお問い合わせください。 

 

  
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
 
 
  

★おはなし会★ 

４月 ２日（土）14：00～ おはなしぐるんぱ 

9日（土）11：00～ くりねずみ 

   １０日（日）11：30～ 日曜おはなし会 

                しゃぼんたま 

   １６日（土）14：00～ おはなしぐるんぱ 

   １７日（日）11：00～ Ｅ絵本くらぶ 

   ２０日（水）11：00～ おはなしの会 

                ピノキオ 

   ２３日（土）11：00～ くりねずみ 

   ２４日（日）11：30～ 日曜おはなし会 

しゃぼんだま 

  

５月 ７日（土）14：00～ おはなしぐるんぱ 

   ８日（日）11：30～ 日曜おはなし会 

しゃぼんだま 

   １４日（土）11：00～ くりねずみ 

   １５日（日）11：00～ E 絵本くらぶ 

１８日（水）11：00～ おはなしの会 

             ピノキオ 

２１日（土）14：00～ おはなしぐるんぱ 

２２日（日）11：30～ 日曜おはなし会 

             しゃぼんだま 

２８日（土）11：00～ くりねずみ 

 

６月 ４日（土）14：00～ おはなしぐるんぱ 

   １１日（土）11：00～ くりねずみ 

   １２日（日）11：30～ 日曜おはなし会 

                しゃぼんだま 

   １５日（水）11：00～ おはなしの会 

                ピノキオ   

１８日（土）14：00～ おはなしぐるんぱ 

   １９日（日）11：00～ E 絵本くらぶ 

   ２５日（土）11：00～ くりねずみ 

   ２６日（日）11：30～ 日曜おはなし会 

                しゃぼんだま 

図 書 館 情 報

 

 

 

 

北海道にもようやく春がやってきましたね。暖かくなるとどこかに遊びに行きたくなるのは、き

っと大人も子どもも一緒だと思います。今回のネットワーク通信では、「花のきれいな公園」をテ

ーマに特集してみました。きっとこの他にも沢山良いところがあると思いますので、「こんなとこ

ろもいいですよ～」というお勧めスポットを是非お知らせください♪ いつかパワースポットも

特集してみたいと思っています。千歳近郊の「ここに行くとなんだか力がもらえる」という素敵

な場所を教えてくださいね＾＾。これから夏に向って沢山戸外で遊び、沢山の素敵な思い出を作

ってほしいなと思います。私も今年は遊ぶぞ～～～♪♪          事務局  高田 

＜おはよう＞ 偕成社 

キヨノ サチコ 作・絵 

ノンタンが絵本の中で元気にご挨拶。 

「おはよう」「いただきます」「ごちそうさま」 

「ごめんね」「さようなら」「ありがとう」 

一緒にあいさつできるかな？☆ 

＜おにぎりくんがね＞ 童心社 

     とよた かずひこ 作・絵 

おにぎりくんが「にぎにぎ」と登場。 

「うめおにぎり」「シャケおにぎり」 

「おかかおにぎり」ができあがり。 

最後の「しんぱいごむよう」のポーズが子ど 

もたちには人気です。おにぎりを作ってお外で 

食べても楽しいですね♪ 

絵 本 紹 介 

＜かたつむりののんちゃん＞童心社 

   高家 博成・仲川道子 さく 

かたつむりの「のんちゃん」がお散歩に 

出かけます。 

絵本の１ページごとに色々な虫が登場。 

「ここにもいる！」と次々発見をして 

いくことでしょう。小さな虫にも大切な命が 

あることを伝えていきたいですね。 

★子ども向け上映会★ 

第１日曜日 １４：００～ 

４月 ３日（日）・５月１日（日）・６月５日（日） 
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