
  
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
  
  
   
     
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
  
  

 

   
 
  

 
 
 

第10号（ 年４回発行 ） 

Ｈ２３．10．１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

夏も終わり…ホッと一息。「暑い～あつい～」と言っていた日々が、ちょっぴり懐かし

く思えます。 

さぁ、秋といえば、スポーツの秋・食欲の秋・読書の秋など、みなさんは何をする予

定ですか？   子育て中は、なかなかママだけの時間はとれないけれど、秋の夜長に

少しだけ自分の時間がつくれたら、また、次の日、新鮮な気持ちで育児を楽しめるかも

しれませんね。 

肌寒くなる時期の悩みのひとつとして、これからどこで遊ぼうかな？というのが大きいですね。今号は、

そんな時のヒントになるようにお出かけ場所の特集をくんでみました。そして、今回はコンバスさんの協力

を得て、交通手段としてバス利用の紹介もします。目的地は秋の自然に触れて遊べる公園と話題のニュース

ポット『空港』です。さぁ～みんなでお出かけして秋を満喫しましょう！ 

 
もうご存知の方も多いでしょうが、四季折々で変

わる千歳川の川底の様子には大人もくぎ付けにな

ります。一度ならず、何度も訪れたくなる場所です

ね。小さい子どもも、あの水族館のような大きな水

槽を泳ぐ魚達に大喜びすること間違いなしです。 
          

 
 室内が真っ暗になるので、小さな子はビックリし
ちゃいそうですが、少し大きい子が星に興味をもっ
たり、ママたちがリラックスするのに利用してみて
はいかがですか？   

 

 
スポーツセンターに行った事はありますか？  

小さい子はあまり利用しない場所だと思いますが、

幼児室があるので、パパ、ママが何かスポーツをし

ている間などに遊んで待つのも楽しいかもしれませ

ん。（パパ、ママどちらか付き添いが必要です）。 

       

料金（保護者のみ） 午前,午後,夜間 各 150円
 

 

 
・市内に8ヵ所ある児童館。乳幼児の親子さんの他、

小中学生が一緒に利用できる場所です。各児童館で

いろいろな遊び、イベントを行なっています。はさ

み込みの行事予定表でチェックして出かけてね。 
・地域子育てサロン～月に１～２回程度、地域の民
生委員さんが開催しています。開催日の問い合わせ
は、ちとせっこセンターまで（40-1717） 

・アリスこどもセンター（24-8341）、ちとせっこ

センターにも遊びに来てくださいね。 

サケのふるさと館 市民文化センタープラネタリュウム 

スポーツセンター 幼児室 

千歳市北栄2-2-11      
℡（0123）26-1151 

  その他にも…  

料金・ 市内在住者  
中学生以下無料、 

高校生・一般100円 

千歳市真町176番地 2 
℡（0123）22-1111

千歳市花園2丁目312番地 
 道の駅「サーモンパーク千歳」内 
     ℡ （0123）42-3001 

 



帰
り

新千歳空港→千歳駅（土日）
料金210円　移動時間11分

新千歳空港 1３：00発

↓空港市内線（中央バス）

千歳駅 1３：11着

行
き

千歳駅→新千歳空港（土日）
料金210円　移動時間11分

千歳駅前③のりば 10：23発

↓支笏湖線（中央バス）

新千歳空港 10：34着

行
き

千歳駅→青葉公園（土日）
料金180円　移動時間8分

千歳駅前①のりば 10：42発

↓青葉線（相互バス）

   青葉公園 10：50着

帰
り

青葉公園→千歳駅（土日）
料金180円　移動時間7分

青葉公園 1３：00発

↓青葉線（相互バス）

千歳駅 1３：07着

千歳市公共交通

サービスセンター

コ ン バ ス
協
力 :

コンバスは公共交通がより便利なものとなり、多くの市民にとって、身近で大切な移動手段になることを

目的として千歳市が設置した公共的な施設です。

お電話での時刻・料金案内など、対応しておりますので、千歳市の公共交通に関するお問い合わせお待ち

しております。

※他の時間帯、詳細につきましてはコンバス又は各お問い合わせ先まで

ちとせっこトラベルサポートは公共

交通を利用して、親子で楽しめる場所

を紹介するコーナーです。記念すべき

第１回は広大な自然総合公園「青葉公

園」と北海道の空の玄関口と称される

「新千歳空港」です。

青葉公園は、なかよし広場などの遊

具が多く設置されている広場や噴水の

ある中央広場が、おススメです。

新千歳空港は公共交通機関を利用す

れば駐車料金を気にせず、空港内を、

堪能することもできます。楽しいバス

の旅、始めてみませんか？

住所：千歳市美々987-22住所：千歳市真町
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１０月１０日は目の愛護デー

～目を大切に～私達は情報を得るために
８割を目に頼っていて、視覚が１番発達す

るのが乳幼児です。眼を大切にするために

生活を見直してみましょう。

①前髪はかからないように

②絵をかいたり絵本を見たりするときは姿

勢よく

③戸外で外遊びでリラックス

④照明の明るさに気をつける

⑤緑黄色野菜を食べる

⑥汚い手で目をこすらない

など気をつけましょう。

わくわく子そだて

子育て中のつぶやきを載せてみませんか？ あと

で振り返った時にいい思い出になるかもしれませ

んね。

★連載コーナー★

※  目を細める、横目で

テレビを見る、顔を近づけ

て本をみる、首を傾げても

のをみる、また、まばたき

が激しかったり目やにが出

ているなどが確認されたら

受診をお勧めします。

ママのつぶやきコラム
★子育て総合支援センター 保健師

みほぱんだママ
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ママたちの声特集 

～子育て中、プチ感動した本＆映画＆テレビ～ 

本「 子育てしながら 

ママがイキイキ輝く法」
(著)岩崎 洋実 

自分が笑顔でいることが 
家族もハッピーでいられることに
つながるんだと改めて気づかされ
る一冊です。 
子どもを怒る回数も減る…かも？ 
字も大きく読みやすい本です 
        KaKononママ 

本「ちょっとだけ」 

こどものとも絵本 
(著)瀧村 有子  

  
２人目を妊娠した時に
読みました。まだまだ小さ
なお姉ちゃんの頑張りと
優しいお母さんの姿に涙
が出て、読み聞かせが困難
でした。    F×F母 

 意外と子ども受けするのが 
映画「チャーリーとチョコレート
工場」 
  
ウンバルンバが歌って踊るシー
ンで当時 1 才だった上の子がクギ
づけでした。 
  源＆京 母 

映画「モンスターズインク」 

 大人も こども（２才）も 
楽しめますよ。 
NGシーンが笑えます。 
     しょうたママ 

マンガ「赤ちゃんのドレイ」 

①～⑦巻 完結    
（著）大久保 ヒロミ  
  
子育ての悩みや迷いがオモ
シロおかしく表現されていて、
共感できますよ！ 
元気になれます。  滉希ママ 

本「かさ」作・絵： 太田 大八 

「がたたんたん」作/やすいすえこ 絵/福田岩緒  

 いっさい文字のない本なんですけど、絵だけで
子どもとの会話が広がっていいと思いました。 

            れんママ

本「世界一の美女になるダ
イエット」    
（著）エリカ・アンギャル 
  

食生活を見直してみよ
う！と思うはず。体の中から
キレイになろうと考えさせ
られる本でした。 
友だちにこの本を貸して

あげたら絶賛でした。 
     ももかMAMA 

本「ママ、生まれる前から大

好きだよ」    
（著）池川 明 

 
 
池川先生は胎内記憶を研究
されている産科のDｒ（お医
者さん）です。 
話し始める頃の子どもが語っ
たお腹の中での記憶、生まれる
前のお話が書かれています。 
 
子どもは親を生まれる前か
ら選んで「このママの子にな
りたい」と生まれてきてくれ
るそうです。この本を読んで
（妊娠中に）この子が親とし
て期待する事は？？と考えさ
せられ、意思をもった1人の
人として尊重したいと思うよ
うになりましたよ。 
 

あおいママ 

テレビ「すくすく子育て」
    教育テレビ 

土曜日夜9時～ 
とても為になる内容です！ 
サークルとらっこBaby

本「いない いない ばぁ」
 
とびだす絵本がおもしろい! 
  サークル とらっこBaby

テレビ「おかあさんといっしょ」
「いない いない ばぁ」 
 みんな 喜んで見てるよ♪ 
   
サークル とらっこBaby 

ママたちに
インタビュー
してみまし
た。 

本「ママのおなかをえらんでき
たよ」   （著）池川 明 
  
さらっと読めます！ モモママ 



＜１０月＞

日　程 行　　事 場　　所 お問い合わせ先

３日（月）  親子ビクス  ちとせっこセンター  ちとせっここどもセンター（40-1717）

12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）

12日（水）  ベビーマッサージ  ちとせっこセンター  ちとせっここどもセンター（40-1717）

14日（金）  子育て講座「保育園、幼稚園てどんなとこ？」  アリス保育園  アリスこどもセンター（24-8341）

15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（月）  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）

19日（水）  キッズひろば  ちとせっこセンター  ちとせっここどもセンター（40-1717）

21日（金）  歯と栄養講座  ちとせっこセンター  ちとせっここどもセンター（40-1717）

＜１１月＞

日　程 行　　事 場　　所 お問い合わせ先

11日（金）  子育て講座「作って遊ぼう！動くおもちゃ」  アリス保育園  アリスこどもセンター（24-8341）

11日（金）  子育て講座「リフレッシュ講座」  ちとせっこセンター  ちとせっここどもセンター（40-1717）

21日（火）  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）

＜１２月＞

日　程 行　　事 場　　所 お問い合わせ先

２日（金）  ベビーマッサージ  ちとせっこセンター  ちとせっここどもセンター（40-1717）

７日（水）  もちつき  アリス保育園  アリスこどもセンター（24-8341）

９日（金）  離乳食講座  ちとせっこセンター  ちとせっここどもセンター（40-1717）

９日（金）  ハッピー★クリスマス会  アリス保育園  アリスこどもセンター（24-8341）

10日（土）  体験パパクラブ  総合保健センター  健康母子係（24-0771）

12日（月）  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）

16日（金）  わくわくママクラブ（育児コース）  ちとせっこセンター  健康母子係（24-0771）

20日（火）  親子で楽しもう！メリークリスマス♪  ちとせっこセンター  ちとせっここどもセンター（40-1717）

※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。

 平成23年7月22日（金）今年度2回目の「ちとせ子育てネットワーク会議」が開催されました。２３団体から３１名
の方が参加。今回のテーマは「千歳全域に支援の輪を」。どんな情報が必要とされ、どうしたら子育ての情報
が行き届くのか、より効果的な子育て情報の伝え方はどんなものかについて話し合いました。サークルを代表
して9ヶ月の赤ちゃん連れで参加してくれたママたちもいて、色々な情報交換が行なわれました。
 意見としては、サロン、児童館、つどいの広場、ファミサポ等の存在をもっと伝えられたら良いのではないか、
サロンの利用方法がよくわからない、自分の地域の民生委員さんがわかると良い、病院等にパンフを置いたら
どうか、「相談」とまではいかなくても、子育てのこと、子どもと一緒の暮らしのちょっとした疑問など、気軽に聞
ける相談窓口があれば良いのではないかなど、参考になる意見がたくさん聞かれました。
 子育てを支援する団体・機関のみなさんが『千歳で子育てをするお母さんたちが、
楽しく子育てできるように』活動してくれています。今回の会議にもたくさんの方が
参加してくださいました。そして、活用できる情報を届けることが大事であり、さらに、
それを確実に届けるにあたっては、支援団体側がいかにコーディネイトできるかも
必要であり、それには、この会議での情報交換やつながりが大事であることを確認
できました。

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

ちとせ子育て支援ネットワーク会議



＜ 10月＞

日　程 行　　事 場　　所 お問い合わせ先

１日（土） 児童館まつり ちとせっこ児童館 ちとせっこ児童館　　（４２－５５５１）

３日（月） ちびっこ運動会 しゅくばい児童館 しゅくばい児童館　　（２７－３１２６）

３日（月） フレー！フレー！ちびっこうんどうかい ほくおう児童館 ほくおう児童館　　　 （４２－３７４３）

１４日（金） 人形劇団「かざぐるま」 ほくよう児童館 ほくよう児童館　　 　（２６－６７８９）

１７日（月） ちびっこ運動会 ひので児童館 ひので児童館　　　　（２４－３１６３）

１９日（水） キッズひろば ちとせっこ児童館 ちとせっこ児童館　　（４２－５５５１）

２０日（木） 焼いも会 ちとせっこ児童館 ちとせっこ児童館　　（４２－５５５１）

２５日（火） ミニ運動会 いずみさわ児童館 いずみさわ児童館　 （２８－６１１０）

２８日（金） みんなの広場 せいりゅう児童館 せいりゅう児童館　　（２２－２５６０）

３１日（月） ３Ｂ体操 しなの児童館 しなの児童館　　　　（２２－２９７７）

＜11 月＞

日　程 行　　事 場　　所 お問い合わせ先

７日(月） 作ってあそぼう ひので児童館 ひので児童館　　　　（２４－３１６３）

９日（水） 「ごっこあそび」 ほくよう児童館 ほくよう児童館　　 　（２６－６７８９）

１８日（金） みんなのひろば しなの児童館 しなの児童館　　　　（２２－２９７７）

１８日（金） 親子エアロビ せいりゅう児童館 せいりゅう児童館　　（２２－２５６０）

２１日（月） 親子でエアロビ いずみさわ児童館 いずみさわ児童館　 （２８－６１１０）

２１日（月） おはなし会 ちとせっこ児童館 ちとせっこ児童館　　（４２－５５５１）

２１日（月） 作っちゃおう しゅくばい児童館 しゅくばい児童館　　（２７－３１２６）

２１日（月） ３Ｂ体操 ほくおう児童館 ほくおう児童館　　　 （４２－３７４３）

＜ 12月＞

日　程 行　　事 場　　所 お問い合わせ先

１２日（月） クリスマス会 しゅくばい児童館 しゅくばい児童館　　（２７－３１２６）

１２日（月） クリスマスパーティー（子育てサロン合同） ほくおう児童館 ほくおう児童館        （４２－３７４３）

１３日（火） クリスマス会 いずみさわ児童館 いずみさわ児童館　 （２８－６１１０）

１３日（火） クリスマス会 ほくよう児童館 ほくよう児童館　　 　（２６－６７８９）

１６日（金） クリスマス会 しなの児童館 しなの児童館　　　　（２２－２９７７）

１９日（月） クリスマス会 ひので児童館 ひので児童館　　　　（２４－３１６３）

２０日（火） クリスマス会 ちとせっこ児童館 ちとせっこ児童館　　（４２－５５５１）

２２日（木） クリスマス会 せいりゅう児童館 せいりゅう児童館　　（２２－２５６０）

月曜日 メリー幼稚園　　　第２メリー幼稚園

火曜日 向陽台つくし幼稚園絵本図書室の開放

千歳青葉幼稚園　　千歳第２幼稚園

わかば幼稚園　　第２わかば幼稚園

　末広保育所所庭

北陽保育園（第4水）

向陽台つくし幼稚園

真々地保育所所庭　　北栄保育所所庭

金曜日 な　　し

水曜日

木曜日

●日程が変更になることもありますので、ご確認の上ご参加ください。

   ※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）

☆幼稚園・保育園開放　☆　保育園園庭・保育所所庭開放情報☆　　

児童館・幼稚園・保育園・保育所編

千歳幼稚園開放

10月 5日（水）

11月８日（火）

アリス保育園園庭開放

10月12日（水）

11月 ９日（水）

行 事 予 定

向陽台保育園

『親と子をむすぶ心の広場』

1０月21日（金）夜 開催



 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                            

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

おはなし会 

 
 

第 1日曜日 14時から開催 

１０月 ２日（日） 

１１月 ６日（日） 

１２月 ４日（日） 

１日(土)14:00～ 
    おはなし ぐるんぱ 
８日(土)11:00～ 
   くりねずみ 
９日(日)11:30～ 
日曜おはなし会 
しゃぼんだま 

15日(土)14：00～ 
  おはなし ぐるんぱ 
16日(日)11：00～ 
E 絵本くらぶ 

19日(水)11：00～ 
おはなしの会ピノキオ 

22日(土)11：00～ 
くりねずみ 

23日(日)11：30～ 
日曜おはなし会 

しゃぼんだま 

５日(土)14:00～ 
    おはなし ぐるんぱ 
12日(土)11:00～ 

くりねずみ 
13日(日)11：30～ 

日曜おはなし会 
しゃぼんだま 

16日(水)11：00～ 
おはなしの会ピノキオ 

19日(土)14：00～ 
おはなし ぐるんぱ 

20日(日)11：00～ 
Ｅ絵本くらぶ 

26日(土)11：00～ 
くりねずみ 

27日(日)11：30～ 
日曜おはなし会  

しゃぼんだま 

３日(土)14：00～ 
    おはなしぐるんぱ 
１０日(土)11：０0～ 

くりねずみ  
１１日(日)11：30～ 

日曜おはなし会 
しゃぼんだま 

17日(土)14：00～ 
おはなし ぐるんぱ 

18日(日)11：00～ 
   E 絵本くらぶ 
21日(水)11：00～ 
   おはなしの会ピノキオ
24日(土)11：00～ 

くりねずみ 
25日(日)11：30～ 

日曜おはなし会  
しゃぼんだま

子ども向けの上映会 

 
 
今回の通信は初めてコンバスさんとタイアップし

『ちとせっこトラベルサポート』と題して新しいコ

ーナーを開設。そして、子育てママの声を取り入れ

ての特集もしてみました。みんなの声を盛り込みな

がらの通信づくりに一歩近づけて嬉しいです。これ

も、人と人とのつながりから生まれたもの。人との

つながりの大切さを改めて感じます。 

子育て中は新しい出会いの機会も多くなります。

そんな出会いを大切にしていきたいですね。 

さぁ、この秋、ママたちお勧めの本を片手にバス

に乗って出かけてみようかな。 ～事務局 相澤～

 
 

 

  
  

開館時間  
午前 10時～午後7時 
休館日 第 3月曜日 
    蔵書点検期間 
 電話  26-2131 

 

特別行事 冬休み読書推進事業 

12月 25日（日） 

14：00～16：00 

「むかしの遊びを体験しよう！」 

お知らせ 

くるくる変わる『育児の常識』小学館

※ 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。 

年末年始 12月 28日～1月 4日 休館 

くりねずみ … 図書館職員のおはなし会

Ｅ絵本クラブ … えいごおはなし会 

おすすめの本 

時代によってくるくると変化し
ている育児の常識。この本では、過
去から現在にかけて、育児の仕方や
育児に使うグッズがどんな風に変
化してきたかをお医者さんや学者
の方々に伺いながら解説していま
す。 
ママはもちろん“育メン”パパも、
新米おばあちゃんも読みやすいで
すよ。 
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