
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
＜開催日＞毎月第２金曜日 

＜場 所＞大和クラブ・桂木会館 

＜時 間＞10 時～12 時 

＜サロンさんから一言＞ 

 会場がかわるので、２～３か月に１回、チラ

シを発行しています。楽しい親子遊びやゲ

ームもやって楽しんでいます。 

平成 20 年８月、千歳の子育て支援に関わる関係機関や、市民活動団体等で構成する「ちとせ

子育て支援ネットワーク会議」が設置されました。 

このネットワークで各関係機関や団体の連携を深め、より効果的な子育て支援を推進して 

いきたいと考えております。 

そこで、このたび「子育てネットワーク通信～ちとせ～」を年４回発行することになりました。

子育ての情報を沢山掲載していきますので、子育てに役立たせていただければと思っておりま

す。是非ご活用くださいね。 

地域子育てサロンは民生委員・主任児童

委員が中心となり安心して遊べる場を提

供しています。 

気軽に遊びに来てください。 

 
 
＜開催日＞不定期 

＜場 所＞福祉センター 

＜時 間＞１０時～12 時 

＜サロンさんから一言＞ 

  みんな仲良し＾＾ 

  気軽にお立ち寄りください。 

予約は要り

ませんよ 

 
 
＜開催日＞毎月第２・４金曜日 

＜場 所＞パセオすみよし 

＜時 間＞10 時～12 時 

＜サロンさんから一言＞ 

  広いホールでのびのび自由にあ・そ・ぼ！ 



 
 
  ４日（土）おはなしぐるんぱ 

  ５日（日）上映会 

 １１日（土）くりねずみ 

 １２日（日）日曜おはなし会 

しゃぼん玉 

 １５日（水）おはなしの会  

ピノキオ 

 １８日（土）おはなしぐるんぱ 

 １９日（日）Ｅ絵本くらぶ 

 ２５日（土）くりねずみ 

 ２６日（日）日曜おはなし会 

しゃぼんだま 

 
 
  １日（土）おはなしぐるんぱ 

  ２日（日）上映会 

  ８日（土）くりねずみ 

  ９日（日）日曜おはなし会 

しゃぼん玉 

 １５日（土）おはなしぐるんぱ 

 １６日（日）Ｅ絵本くらぶ 

 １９日（水）おはなしの会  

ピノキオ 

 ２２日（土）くりねずみ 

 ２３日（日）日曜おはなし会 

しゃぼんだま 

 
 
 １２日（土）くりねずみ 

 １３日（日）上映会 

日曜おはなし会 

しゃぼん玉 

 １９日（土）おはなしぐるんぱ 

 ２０日（日）Ｅ絵本くらぶ（未定）

 ２６日（土）くりねずみ 

 ２７日（日）日曜おはなし会 

しゃぼんだま 

 ※時間等は図書館に 

   ご確認ください。 

      ２６－２１３１ 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
  
  
  
 
    
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
＜開催日＞毎月第１・３木曜日 

＜場 所＞花園町内会館 

＜時 間＞10 時～12 時 

＜サロンさんから一言＞ 

 遊びにきてください。 

 
 
＜開催日＞毎月第３金曜日 

＜場 所＞しなの児童館 

＜時 間＞10 時半～11 時半 

＜サロンさんから一言＞ 

  みんなで遊びましょう！！ 

 
 
＜開催日＞毎月第３水曜日 

＜場 所＞ほくおう児童館 

＜時 間＞10 時～11 時半 

＜サロンさんから一言＞ 

 楽しいイベントが時々あります。みなさん 

気軽にいらしてください、 

 
 

＜開催日＞毎月第２・４水曜日 

＜場 所＞おさつタウンセンター 

＜時 間＞10 時～12 時 

＜サロンさんから一言＞ 

  ホールで思いきりあそべるよ～。 

  遊びましょう！ 

 
 
＜開催日＞隔月第３火曜日 

＜場 所＞向陽台コミセン 

＜時 間＞10 時～12 時 

＜サロンさんから一言＞ 

 元気な子どもたちの声が響いています。 

 一度遊びに来てね！ 

 
 
＜開催日＞毎月第２・４水曜日 

＜場 所＞祝梅コミセン 

＜時 間＞１０時～12 時 

＜サロンさんから一言＞ 

  身体を使った遊びもできるゆったりとした 

  場所があるよ。 

 



  
 
 
＜スタートのタイミング＞ 

① おしっこの感覚が２～３時間あくようにな

る。 

② もぞもぞおしっこをしたい仕草が見られる。

③ 言葉が話せるようになる。 

④ 歩くのが上手になる。 

＜実際の進め方＞ 

① おまるやトイレに誘う。 

② 昼間のおむつをはずす。 

③ 「おしっこ」と自分で言えるようになるのを

待つ。 

＜おむつはずしのコツ＞ 

① しかるより誉める 

② サインを見逃さない。 

③ 室内環境を工夫する。 

④ なぜ排泄するか子どもに説明をする。 

⑤ トイレを子どもが使いやすくする。

 

 

 

① 習慣にしましょう 

夕食後、寝る前など時間を決めて行うとよいでし

ょう。 

② 磨く強さに気をつけて 

子どもは大人よりも痛みを強く感じやすいので、

自分の手の甲にブラシをあててみて、気持ちよい

と感じる程度の強さで十分です。 . 

③ パパ、ママと一緒に 

一緒に行うことで、歯磨きは嫌なことではないと

子ども感じます。 

④ 楽しい雰囲気づくりを忘れないで 

歯磨きをしないからといって 怒ってしまって

は逆効果。きちんと磨けたら褒める、また磨いた

後に絵本を読むなど子どもが楽しみにできるこ

とを約束して行ってみましょう。 

  
 
 
  
  
 

 
個人差はあるが、２歳前後から第１次反抗期が始まり 

自我が芽生え、自己主張がはっきりしてくるため、何で 

も「いやだいやだ」が多くなる（イヤイヤ期）。これは 

誰もが通る大事な成長過程。親の手がないと何もできな 

かった子どもが、少しずつ手足が発達し、何でも自分で 

やりたいという欲求がでてくるため、一つひとつ行動が 

スムーズにいかなくなり、親から見ると「急に言う事を 

聞かなくなった。」と感じる事が多くなる。まだ言葉で相 

手に伝えることが難しい時期なので、親も子どもの思い 

が理解できず、イライラして「どうしたいの？」などと 

つい怒ってしまうこともあるでしょう。でも「いよいよ 

イヤイヤ期が来たか！」と逆にこの成長を喜べる親にな 

ってほしい。そこで、この「イヤイヤ期を」を乗りきる 

ために、①何でも「だめ！」で終わらせない。 

②「まだ～したかったんだー」などと子どもの 

気持ちを受け入れるような肯定的な言葉をかけ 

る。③次の行動に期待を持たせる。（何か楽し  

みな事を伝える。）④何かができた時はおおい 

に褒める。これらのことは、すぐできなくても、少しず 

 つ心がけるだけでも、親子で気が楽になるでしょう。 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

最近では、１歳を過ぎても無理に母乳をやめさ

せる必要がないという考えが主流になっていま

す。母子手帳からも「断乳」という言葉はなくな

りました。 

「まだ オッパイ吸っているの？」など、卒乳で

きない＝よくないこと といった周囲の声に悩

み、早めに卒乳をしなければいけないと思ってし

まうお母さんの声をよく耳にします。 

しかし授乳はママと赤ちゃんの大切なスキン

シップの時間、また赤ちゃんの心理的発達にも重

要な意味を持つとされています。 卒乳までの試

行錯誤はみなさんが経験されること。焦らず赤ち

ゃんの状況をみながら進めていきましょう。 

★ちとせっここどもセンター子育て講座より★ ★アリスこどもセンター子育て講座より★ 

★ちとせっこセンター保健師★ ★ちとせっこセンター保健師★ 

子育てワンポイント♪



            ネットワーク通信 行事予定 

＜７月＞ 

日 程 行 事 場 所 お問い合わせ先 

３日（金） こどもごはんクラブ 文化センター ちとせっこセンター（40-1717） 

４日（土） 体験パパクラブ 総合保健センター 健康母子係（24-0771） 

４日（土） 児童館まつり しゅくばい児童館 しゅくばい児童館（27-3126） 

８日（水） すこやか子育て講座 文化センター 教育委員会生涯学習課（24-0848） 

 ８日（水） いっしょにあそぼ 千歳幼稚園 千歳幼稚園（23-2331） 

８・１５日 子育てサロン 千歳第２幼稚園 千歳第２幼稚園（23-3586） 

１０日（金） こどもおやつクラブ 文化センター ちとせっこセンター（40-1717） 

１１日（土） 児童館まつり ほくおう児童館 
ひので児童館 

ほくおう児童館（42-3743） 
ひので児童館 （24-3163） 

１３日（月） わくわくママクラブ 総合保健センター 健康母子係（24-0771） 

１３日（月） 産後ママストレッチ ちとせっこセンター ちとせっこセンター（40-1717） 

１５日（水） グランパ・グランマ ちとせっこセンター ちとせっこセンター（40-1717） 

１７日（金） 子育て講座「反抗期でもにこにこママ」 アリス保育園 アリスこどもセンター（24-8341） 

２５日（土） 児童館まつり いずみさわ児童館 いずみさわ児童館（28-6110） 

３０日（木） 男性のための子育て講座 文化センター 教育委員会生涯学習課（24-0848） 

＜８月＞ 

＜９月＞ 

日 程 行 事 場 所 お問い合わせ先 

毎週水曜日 子育てサロン 千歳第２幼稚園 千歳第２幼稚園（23-3586） 

３日（木） 子育て講座（祖父母教室） アリス保育園 アリスこどもセンター（24-8341） 

５日（土） 体験パパクラブ 総合保健センター 健康母子係（24-0771） 

７日（月） 親子ビクス ちとせっこセンター ちとせっこセンター（40-1717） 

７日（月） わくわくママクラブ（育児コース） アリス保育園 アリスこどもセンター（24-8341） 

１２日 (土) 運動会（「いっしょにあそぼ」に参加の方） 千歳幼稚園 千歳幼稚園（23-2331） 

１６日 (水) すこやか子育て講座「ほどほど子育て」 文化センター 教育委員会生涯学習課（24-0848） 

１６日 (水) いっしょにあそぼ 千歳幼稚園 千歳幼稚園（23-2331） 

 
 

 

 

日 程 行 事 場 所 お問い合わせ先 

２日（日） 男性のための子育て講座 ぴんらんど 教育委員会生涯学習課（24-0848） 

３日（月） マタニティビクス ちとせっこセンター ちとせっこセンター（40-1717） 

７日（金） いっしょにあそぼ 千歳幼稚園 千歳幼稚園（23-2331） 

１９・２６日 子育てサロン 千歳第２幼稚園 千歳第２幼稚園（23-3586） 

２１日（金） 子育て講座「３Ｂ体操」 アリス保育園 アリスこどもセンター（24-8341） 
２１日（金） ベビーマッサージ ちとせっこセンター ちとせっこセンター（40-1717） 

２４日（月） わくわくママクラブ 総合保健センター 健康母子係（24-0771） 

２８日（金） あかちゃんごはんクラブ ちとせっこセンター ちとせっこセンター（40-1717） 

発行 ちとせ子育て支援ネットワーク会議（第 1 号） 
  事務局：千歳市保健福祉部子育て総合支援センター 
  ＴＥＬ：0123-40-1717 
  E-mail：kosodatesogoshien@city.chitose.hokkaido.jp 
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