
 

 

 

 

 

ときどき耳にする『サークル』って何をしているんだろう？ 

自分もサークルに入っているけれど、他のサークルはどんなことしているの？ 

そんなママも多いのではないでしょうか。  

そこで、今回はサークルさんの活動を教えてもらいました。 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 

（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）Ｈ２4．7．１発行 13 号 

知りたい！

教えて！ 

 まだ私たちの子どもは赤ち
ゃんなので、今は集まってお
しゃべりをしています。 
子どもたちが動くようにな

ったら追いかけるのが忙しく
てお喋りできなくなるって聞
くので、今はママたちのお喋
り時間を満喫中。 

 みんなで「サケのふるさと館」
に行ってきました。時期によっ
てはサケの稚魚放流体験が出来
るんですよ。 

 岩塚製菓・カルビー・キッコ
ーマンとかに工場見学に行っ
てきました。 
お土産をもらえる所もあるん
ですよ（笑） 

お雛さまに ホテルでラン
チをしてみました。お雛様と
お内裏様の衣装を作って記念
撮影。なかなかゆっくりはお
喋りできなかったけど、良い
記念になりました。 

お花見や季節の行事を楽し
んでいます。プチ遠足も楽し
いよ。 

 お誕生日には、みんなでメッ
セージを書いて、お誕生日カー
ドを贈っています。 

 出前講座を使って勉強！ 
歯科衛生士さんに『歯について』
消防士さんの救急救命を教えて
もらいました。 
子どもが動いてちょっぴり集

中しきれなかったけど、タメに
なる～！ 
ちとせっこセンターの先生の
「わらべうた」も楽しかった！ 

 まだ実現していませんが、
いつかみんなで子連れクッキ
ングをしてみたいと思ってい
ます。 

食物アレルギーやアトピ
ー・喘息のことなどについて
情報交換しています 

楽しそう！入りたいな！もう少し話を聞いてみたい！そう思われた方は、
ピンク色の千歳市子育てガイドに市内で活動しているサークルさんの一覧
表が掲載されています。ちとせっここどもセンター（４０－１７１７）でも
お答えできますので、お問い合わせください。  
 たくさんの出会いがあるといいですね。         

楽しそう！ 

サークルノートを作って回
覧～みんなで情報交換してい
ます。 
 毎回の活動を書いたり、手
作り作品の紹介や予防接種に
ついてなど、情報盛りだくさ
ん！サークルの歴史が詰まっ
ています。 

 親子で由仁町のユニガーデ
ンへ。送迎バスを利用して行っ
て来たので、安心してお出かけ
出来ました！ 

OHANA で忘年会をやりま
した。途中で寝てくれた子、お
んぶで参加の子など様々でし
たが、楽しかった～。 

みんなでいちご狩り！親子
で楽しめます！ 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

ポシェット 
作・ともき君ママ 

前回のママたちの手作り特集から、『あっ、実は私も作っています＾＾』

とママたちに声をかけてもらうことが増えました。嬉しい！ 

手作りの作品の他にも、得意のお料理レシピや絵が得意など、ママたちの姿

をお伝えして、それが他のママの『私もやってみようかな』という思いにつ

ながると嬉しいな。子育てを楽しながら、自分の時間を楽しんでいるママた

ちの姿はとても素敵です。情報お待ちしています～！ 

アンパンマンのお魚つりセット 
作・ゆう君ママ 

リバーシブルの帽子 
  作・あきら君ママ 

後姿のかわいいスカート
とタグ付のお洋服 
作・ゆうのしん君ママ 

１～10までの数の手作り絵本 
作・あかりちゃんママ 

手作りの名札 
作・りなこちゃんママ

アンパンマンのバッグ 
 作・きょうへい＆はくえいママ 



＜7月＞

日　程 行　　事 場　　所 お問い合わせ先

２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）

９日(月） ママ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）

12日(木） グランパグランマ（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）

13日(金） 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）

17日（火） 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）

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

28日(土） 体験パパクラブ 総合保健センター  健康母子係 （24-0771）

＜8月＞

日　程 行　　事 場　　所 お問い合わせ先

４日(土） パパも一緒  太鼓の達人  アリス保育園  アリスこどもセンター   （24-8341）

６日(月） 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）

25日(土） パパ交流会 ちとせっこセンター  ちとせっここどもセンター（40-1717）

29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）

＜9月＞

日　程 行　　事 場　　所 お問い合わせ先

１０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）

14日(金） 子育て講座「らくらくトイレトレーニング」  アリス保育園  アリスこどもセンター   （24-8341）

24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）

　★各幼稚園・保育園の子育てサロン、お庭開放も行なっています。詳しくは、今年度　春・12号をご覧
ください。
     　　　　　　  ※　メリー幼稚園・第2メリー幼稚園の開催日が毎週水曜日になりました。
　　　　　　　　※　千歳幼稚園「いっしょにあそぼ」は7月4日・8月8日・9月26日開催。
　　　　　　　　※　千歳第2幼稚園「あそぼうぼう」は7月18日開催。

※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

ネットワーク会議がスタートして今年で５年目。市内の民生委

員児童委員さん、保育園、行政の方など子育てに関わる機関で構

成され、千歳市内の子育てに関する課題について意見交換をして

います。そして、年々増えてくれているサークルのママたちの参

加により子育て中の気持ちを沢山聞かせてくれています。

今回は、千歳市子育て支援室 天野室長から『千歳市の子ども

を取り巻く環境』について学び、その後『みんなでつむぐ、みん

なで育つ～地域におけるネットワーク作り』を、グループに分か

れ考えあいました。

この様に、みんなで千歳の子育て環境ついて考えていけるのは

ちとせ子育て支援ネットワーク会議 第1回め

5月25日金曜日

ちとせっこセンター

参加人数・46名



＜7月＞

日　程 行　　事 場　　所 お問い合わせ先

６日（金） わらべうた ほくよう児童館 ほくよう児童館　　　　　 （２６－６７８９）

７日（土） しゅくばい児童館まつり しゅくばい児童館 しゅくばい児童館　　　  （２７－３１２６）

７日（土） ほくおう児童館まつり ほいくおう児童館 ほくおう児童館　　　　　 （４２－３７４３）

１４日（土） せいりゅう児童館まつり せいりゅう児童館 せいりゅう児童館　　　  （２２－２５６０）

１８日（水） しゃぼん玉遊び しなの児童館 しなの児童館　　　　　   （２２－２９７７）

１９日（火） ちびっこ記録会 ちとせっこ児童館 ちとせっこ児童館　　　   （４２－５５５１）

２１日（土） ひので児童館まつり ひので児童館 ひので児童館　　　　　　（２４－３１６３）

２１日（土） いずみさわ児童館まつり いずみさわ児童館 いずみさわ児童館　　　 （２８－６１１０）

＜8月＞

日　程 行　　事 場　　所 お問い合わせ先

６日（月） ちびっこ夏祭り ほくおう児童館 ほくおう児童館　　　　　 （４２－３７４３）

２７日（月） たのしく踊ろう！ ひので児童館 ひので児童館　　　　　　（２４－３１６３）

２７日（月） ふれあい遊び しなの児童館 しなの児童館　　　　　   （２２－２９７７）

２７日（月） リズム遊び いずみさわ児童館 いずみさわ児童館　　　 （２８－６１１０）

３１日（金） 国旗づくり ちとせっこ児童館 ちとせっこ児童館　　　   （４２－５５５１）

＜ 9月＞
日　程 行　　事 場　　所 お問い合わせ先
３日（月） 表現遊び しゅくばい児童館 しゅくばい児童館　　　  （２７－３１２６）

８日（土） ほくよう児童館まつり ほくよう児童館 ほくよう児童館　　　　　 （２６－６７８９）

１０日（月） わらべうた ほくおう児童館 ほくおう児童館　　　　　 （４２－３７４３）

１０日（月） 人形劇「ピッコロ公演」 いずみさわ児童館 いずみさわ児童館　　　 （２８－６１１０）

１５日（土） しなの児童館まつり しなの児童館 しなの児童館　　　　　   （２２－２９７７）

２０日（木） ミニミニ運動会 せいりゅう児童館 せいりゅう児童館　　　  （２２－２５６０）

２４日（月） ちびっこうんどうかい ひので児童館 ひので児童館　　　　　　（２４－３１６３）

２８日（金） ベビーマッサージ いずみさわ児童館 いずみさわ児童館　　　 （２８－６１１０）

２９日（土） ちとせっこ児童館まつり ちとせっこ児童館 ちとせっこ児童館　　　   （４２－５５５１）

   ※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

暑くなり、いよいよ夏まつりシーズンですね！

千歳市内にある8ヶ所の児童館でも、それぞれ

テーマを決めて、年1回児童館まつりを行なって

います。今年も、7月からスタート！

ただ今、いろいろな趣向を凝らしたお祭りを計画中！

皮切りとなります7月7日（土）のおまつりのテーマは

ほくおう児童館～「ほくおうオリンピック！」

しゅくばい児童館まつり

～「ふれ合い！ふれ会い！ふれ愛！」

「夏だ！祭りだ！」

児童館行事のお知らせ

詳しくは、各児童館にお問い合わせください。

ほくおう児童館

イメージキャラクター

「スマイルマン」



  

 

■ひじきと干しエビの煎餅風 

 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

【材料】1人分  

ひじき 0.8g 

干しえび 2g 

小麦粉 10g 

ベーキング 0.6g 

 パウダー  

卵 3g 

三温糖 0.5g 

サラダ油 4g 

【作り方】    

①ひじきは洗って水に浸しやわらかくもどし、水気を 

 よく切って細かく刻む。干しえびは細かく切る。 

②ボールに小麦粉・ベーキングパウダー・卵・ひじき 

 ・干しえびを入れかき混ぜ、水を加えてよくこねる。 

③小さな丸型に整え、中温に熱した油でからっと揚げる。 

    

『 小さな太陽 』   倉橋 惣三・ことば 
            大豆生田 啓友・選    フレーベル館 
 泣いている子がある。 
涙は拭いてやる。 
泣いてはいけないという。 
なぜ泣くのと尋ねる。 
弱虫ねぇという。 
‥‥‥随分いろいろのことはいいもし、 
してやりもするが、 
ただ一つしてやらないことがある。 
泣かずにいられない心もちへの 
共感である。             ［ 廊下で ] 

保育所の 

給食メニューの紹介 
千歳市保育課 栄養士 

ちとせっこセンター長のつぶやき Part２

～手と手と手～ 

ちとせっこセンターにパパの来館が増えてきました。とってもうれしいことです。 

宝物のように赤ちゃんを抱っこしている姿や愛らしいしぐさをゆったりと見つめている姿は

本当にほほえましく、お子さんと過ごすひとときは心身共に癒されていることと感じていま

す。最近は「父親の子育て参加」の言葉も多く聞かれていますが、確かに様々な部分でのパパ

の協力はママにとって大きな心の支えになると考えます。子どもたちは大きなパパの手と優し

いママの手で大切に育まれる中で成長し、瞬く間に自分の手で次のステージのドアを開けて進

んでいきます。だからこそ、ふれあう中でお子さんにたくさんのことを伝えることができる今

の時期を大切にしていただきたいと願っています。センターでは今後もパパたちが気軽に利用

し楽しく参加していただける事業を計画していきたいと考えています。 

保育所のレシピ第2弾。 
『保育所の給食って、手が
こんでいるんですね』との
声が聞かれています。 
  
栄養価バッチリです！ 



 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                            

  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

読者のみなさんへ 

おじいちゃん、おばあちゃん

を誘って、みんなで、散歩に

でかけよう。 

ゆっくり、のんびり、歩い

ていけば、ほら、僕らのまわ

りは、こんなにも、楽しいこ

とがあふれてる。 

    作家 いとうひろし 

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。 

 

 
夏がやってきました。 

日焼けは気になるけれど（笑）、太陽の日差しの輝きだけで気持ちが嬉しくな

るのは、子どもの頃の楽しい思い出があるからかもしれません。 

冷たい飲み物、お出かけ、麦わら帽子、ワンピース… 夏に似合うものは沢山

ありますが、子どもたちの笑顔と笑い声が１番ピッタリな気がします。  

夏ならではの楽しい経験をして、大きくな～れ。      事務局 相澤 

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 

 
 
 

 
7月 1 日（日）14：00～ 

8 月 12日（日）14：00～ 

9 月 9 日（日）14：00～ 

（ ９月は第１日曜日が蔵書点検で 
休館のため変更になっています） 

おはなし会 

子ども向け上映会 

お知らせ 

講談社の創作絵本 

作・伊東 寛 

発行社・講談社 

絵本の紹介 

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 

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 

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 

 

・８月２８日～９月５日  

蔵書点検で休館です。 
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