
幼稚園・保育園名
名称

開催日 時　　間 事前予約 場　　所 電　　話 備　　考

メリー幼稚園
「メリーゴーランド」

毎週月曜日 10：00～11：30 必要 末広５丁目１－６ 42-2003

第２メリー幼稚園
「メリーゴーランド」

毎週月曜日 10：00～11：30 必要 富丘４丁目１３－２０ 42-2003

千歳青葉幼稚園
「ひよちゃんクラブ」

毎週水曜日 10：30～11：45 無 青葉５丁目１３－７ 23-3998 就園前

千歳幼稚園
「いっしょに あそぼ」

６月～１月
月１回

10：00～11：30 無 清水町４丁目２５番地 23-2331

千歳第２幼稚園
「あそぼうぼう!!」

9：45～11：00 無 新富１丁目６－２１ 23-3586 上靴持参

千歳つくし幼稚園
「つくしんぼ広場」

夏季に開催 10：00～11：30 必要 高台２丁目３－１１ 23-0203
2,3歳児対象
親子各5組

向陽台つくし幼稚園
「ぞうのおやこ」

毎週木曜日
４月休み

10：00～11：30 必要 若草５丁目３－１ 28-2123 １，２歳児対象

向陽台つくし幼稚園
「絵本図書室開放」

毎週火曜日 10：00～12：00 無 〃 〃

千歳わかば幼稚園
「Happy Club]

水曜日
月２～３回

10：30～11：30 会員制 富士2丁目５－６ 26-0183
上靴・水筒持参
パンフあり

第２わかば幼稚園
「夢いろのたね」

水曜日
月２～３回

10：30～11：30 会員制 勇舞１丁目４－１ 23-2200
上靴・水筒持参
パンフあり

北陽保育園
「ほくようひろば」

毎月第４金曜日 10：30～11：30 必要 北陽１丁目１２－２ 23-3975
就学前の親子
（0～5歳）

アリス保育園 毎月第2水曜日 11：00～12：00 無 勇舞1丁目１－１ 24-8341

末広保育所
（所庭開放）

毎週水曜日 9：30～12：00 無 花園４丁目３－１ 24-9200

北栄保育所
（所庭開放）

毎週木曜日 9：30～11：00 無 新富２丁目４－６０ 23-2894

幼稚園・保育園の子育てサロン・所庭開放一覧

幼稚園・保育園サロン、保育所庭開放は 行事・天候等で変更する場合があるので、確認のうえ参加してくださいね。

お出かけにぴったりの気持ちの良い季節がやってきました。

さぁ～どこに行こうかな？

お出かけ先はいろいろあるけれど、幼稚園や保育園など子どもたちが遊び・

生活している空間はとても魅力的。子どもたちのための空間を覗いてみませ

んか？

ただし、春は新年度がスタートしたばかりなので、事前に開催日を確認してお

（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

（年４回発行）Ｈ２4．４．１発行12号



 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

この世に生まれてきたとき。 
わたしたちの世界はたくさんの物で溢れ、何をするにもこの上なく便利でした。 
食べるものも身につけるものも 当たり前のように買えるからといって、そのありがたみに気づくことを忘
れ、自分でやってみよう、工夫しようと思う心を失ってしまっては、生きていて残念。 
つくることで初めて知ること、知ることで広がること、できるとわかって自信になること。 つくる過程に、

たくさんの発見があり、学びがあり、喜びがあり。           （ Lingkaran vol.25 より）

baby スタイ 
作・ゆいちゃんママ ボクサーパンツ 

作・ゆうのしんくんママ 

クロス 
抱っこひも 

作・たいちくんママ

お人形と 
着せ替えお洋服 
作・はるひちゃんママ 

アンパンマンの名札 
作・あかりちゃんママ 
 ＆おばあちゃん 

ママたちの手作り特集いか

がですか？ 

ちとせっこセンター手作り

コ－ナーでは『手作りの本』

もたくさん用意しました。ぜ

ひ楽しんでくださいね。 

そして、『あっ、実は私も作っ

ています＾＾』というママ、

ぜひ次号に掲載させてくださ

いね。情報待っています～！ 

お花柄のスカート 
作・りこちゃんママ 

ネックワォーマーの帽子 
  作・まりこちゃんママ 

手編みの帽子と 
 レッグウォーマー 
作・りゅうちゃんママ



＜4月＞
日　程 行　　事 場　　所 お問い合わせ先

１６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）

２３日（月） こいのぼり作り しゅくばい児童館 しゅくばい児童館　　（２７－３１２６）

２５日（水） 手作りあそび～こいのぼりを作ろう！ しなの児童館 しなの児童館　　　　（２２－２９７７）

２６日（木） おはなしポケット　ユ－マイ★キッズ ほくよう児童館 ほくよう児童館　　 　（２６－６７８９）

２７日（金） 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）

＜5 月＞
日　程 行　　事 場　　所 お問い合わせ先

１４日（月） リズムあそび ひので児童館 ひので児童館　　　　（２４－３１６３）

１４日（月） おはなし会 しゅくばい児童館 しゅくばい児童館　　（２７－３１２６）

１６日（水） 手形をとろう ちとせっこ児童館 ちとせっこ児童館　　（４２－５５５１）

１８日（金） 小麦粉粘土 せいりゅう児童館 せいりゅう児童館　　（２２－２５６０）

２１日（月） スタンプラリー ほくおう児童館 ほくおう児童館　　　 （４２－３７４３）

２１日（月） 感触あそび いずみさわ児童館 いずみさわ児童館　 （２８－６１１0）

２３日（水） 感触あそび（小麦粉粘土） しなの児童館 しなの児童館　　　　（２２－２９７７）

未定 リズムあそび 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

４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）

１１日（月） おはなし会 せいりゅう児童館 せいりゅう児童館　　（２２－２５６０）

１２日（火） おはなし会 いずみさわ児童館 いずみさわ児童館　 （２８－６１１0）

１８日（月） ふれあいあそび ひので児童館 ひので児童館　　　　（２４－３１６３）

１８日（月） 感触あそび ほくおう児童館 ほくおう児童館　　　 （４２－３７４３）

２０日（水） ちびっこ運動会 しなの児童館 しなの児童館　　　　（２２－２９７７）

２２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）

２８日（木） キッズひろば ちとせっこ児童館 ちとせっこ児童館　　（４２－５５５１）

未定 感触あそび ほくよう児童館 ほくよう児童館　　 　（２６－６７８９）

   ※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）

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ね。

行 事 予 定 児童館編

市内にある児童館、それぞれに取り組んでいることがありま

す。

せいりゅう・しゅくばい・ほくおう・いずみさわの

４ヶ所の児童館では、
お誕生日の前後に遊びに行った時に指導員の方に声をかけると

『お誕生日カード』をプレゼントしてもらえるそうですよ。

お誕生日間近な方ぜひいってみてね！



＜４月＞

日　程 行　　事 場　　所 お問い合わせ先

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）

１６日(月） 産後ママストレッチ  ちとせっこセンター  ちとせっここどもセンター（40-1717）

２５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）

２７日(金） はじめてママ講座①  アリス保育園  アリスこどもセンター   （24-8341）

＜5月＞

日　程 行　　事 場　　所 お問い合わせ先

１１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）

１２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(土） パパのベビーマッサージ  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(月） 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）

１８日(金） はじめてママ講座②  アリス保育園  アリスこどもセンター   （24-8341）

２３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）

＜6月＞

日　程 行　　事 場　　所 お問い合わせ先

５日(火） サークル交流会  アリス保育園  アリスこどもセンター   （24-8341）

６日（水） マタニティ＆ベビー　クラシックコンサート  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(月） わくわくママクラブ（育児コース）  アリス保育園  健康母子係 （24-0771）

１３日（水） 末広保育所のお庭で遊ぼうの日  ちとせっこセンター  ちとせっここどもセンター（40-1717）

１５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）

２０日（水） 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）

２２日（金） はじめてママ講座③  アリス保育園  アリスこどもセンター   （24-8341）

２８日（木） 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）

※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

2月17日金曜日 平成23年度第4回目のネットワーク会議が

行なわれました。

今回のテーマは『地域におけるネットワーク作り』。民生児

童委員さん、行政の方など、子育て支援に関わる方、そして、

子育て中のママさんたちがたくさん参加してくれました。「子

育てしていて感じること」「支援する人に求めることはなに？」

と沢山の意見交換がなされ、熱気ムンムン。時々子どもたち

の声が混ざったりするところも、ネットワーク会議ならではで

す。興味のあるママ、参加されませんか？

ちとせ子育て支援ネットワーク会議



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

保育所の 

給食メニューの紹介 
千歳市保育課 栄養士 

【材料】1人分 
鶏もも肉    １8ｇ  

ごぼう     １０g 

人参      ２５g 

ピーマン     ５g 

つきこんにゃく １０g 

ごま油      １g 

白いりごま    １g 
 
Ａ しょうゆ   ４g 

  三温糖    ２g 

みりん    １g 

保育所の給食は 栄養価満点！ 

とても美味しいんですよ。 

今回は 栄養士さんがメニューの

レシピを紹介してくれました。 

ぜひお家で作ってみてくださいね。

栄養きんぴら 

【作り方】 
 

①鶏もも肉は細切りにする。 

②ごぼうはささがきにして、水にさらして
アク抜きをする。 

③人参・ピーマンは細切りにする。 

④つきこんにゃくは小さく切り、茹でて 
水気を切る。 
⑤鍋にごま油を熱し、①・②・③・④を 
入れて炒め、 

Ａを加えて調味し白いりごまを入れる。

 

保育所のお友だちの給食風景より 

 
～ 笑顔が生まれる場所 ～        

 
   “今日もたくさんの笑顔に出会えますように”と思いながら、ちとせっこセンターで２回目の春を迎え
ました。 
初めて出会ったとき、まだママの腕の中にいた赤ちゃんは、一人でお座りしながらおもちゃを手に楽
しそうに遊べるようになり、ハイハイやヨチヨチ歩きの小さな探検隊は、しっかりとした歩みと余裕の
表情で走る姿を見せながら、カタコトの言葉でお話しができるようになる等、それぞれの姿は本当に愛
らしく、改めて、子どもたちの成長力を感じ、初めての瞬間や、たくさんの”いつの間にか…”の場面
をママたちと一緒に喜べることに、元気パワーと幸せな時間をもらっている毎日です。 
いつも思うのは、子どもたちの”小さなまなざし”は、大人よりも心の動きを見抜く力があり、大好
きな人の声や表情をしっかりと感じ受け止めていることです。 
そして、立ち止まり、振り向いたときに必ず応えてくれる、やさしい笑顔と言葉があれば、安心して
多くの困難に向かっていくことができると確信しています。 
ちとせっこセンターで過ごしていただく時間は、毎日が新しい出会いの場であり、どんな時も大切な
時間です。 だからこそ、”笑顔で迎え、笑顔でまた明日ね”の気持ちの交流と、楽しい空間・安らげる
時間を用意することをいつも心がけながら、ママやパパたちと一緒に”小さなまなざし”に応えていけ
る一人でありたいと思っています。 

 
 
木の葉   木の葉が ちらちらしているでしょ 

           風さんが ふいているのよ 

           こうちゃんに こんにちは、って 

           おひさまのところから 

           ふいてきたのよ 

           お花をゆすって 

           ほら 

こんにちは、って    

しているのよ         

  
＜参考図書＞ あかちゃんのうた  松谷みよ子ぶん

ちとせっこセンター長のつぶやき 



 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                            

  

 

 
 

   

 
大丈夫やで 
～ばあちゃん助産師（せんせい）のお産と育児のはなし～ 
                 著・坂本フジエ 
                発行・産業編集センター 

               

               赤ちゃんを信じて、もっと気楽に 

                      やればええ。 

                      そしたら万事うまくいくもんや。 

                      4000 人近い赤ちゃんを取り上げた 

                      日本最高齢の現役助産師による、き 

                      びしくてあたたかい心に効くアドバイ 

ス集。 

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

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。 

 

 

ちくちくちく… 

  一針ひとはりに 

 こどもへの思いをこめて。 

手作りママのコーナーの特集を組

みながら、作ることの楽しさ、そ

して幸せを感じて、私もちょっぴ

り自分の生活を見直す気持ちにな

りました。 

時間がないなんて言い訳をみつけ

ないで、自分に出来る事をみつけ

てみようかな。春ですね。 

        事務局 相澤 

  

 
  第1日曜日  14：00～ 

４月１日（日）・5月6日（日）・6月3日（日）

 

 
特別行事 

5月 12日（土）11：00～12：00 
子どもの読書週間記念事業 ｢川端 誠 絵本ライブ｣ 
  ※ 整理券配布は4月 10日からです。 

5日(土)14:00～ 
    おはなしぐるんぱ 
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 
 

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 

しゃぼんだま 
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 

子ども向け上映会 お知らせ 

おはなし会 

おすすめの絵本 

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 
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