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なにはともあれ、食べること 

ちょっとくらい寝不足でも 

家の中がぐちゃぐちゃでも 

おいしいものを食べてさえいれば大丈夫。 

おおらかに、楽しんで、喜んで。 

 

今を選んで生まれてきた私たち。 

ときにはつらいことだってあるだろう、 

眠れない夜だってある。 

でも、きっと大丈夫。 

食べて、寝て、しゃべって、 

息を吐いて吸って、空を見て。 

たくさんのエネルギーをもらいながら、 

今日を生きていく。 

やがて明日がやってくる。 

          Lingkaran vol.40 より 

毎日の暮らしの中で、「食べる」って大切なことだけど、
忙しい日々の中で時々何を大事にしたらいいのか悩むこと
はありませんか？ 改めて考えてみると…。 
 

食の安全を確保するには 
どうしたらいいの？  

■材 料  
豆類･･･大豆１カップ  うずら豆、 
黒豆、いろいろ  取り混ぜて１カップ 

  
ピクルスつけ汁 …酢 500ml   
 上白糖（お好みで黒糖でも）1/2 カップ  
塩 大さじ１    コショウ、鷹の爪など 

 
■作り方 
 
１，豆類は水につけ、一晩おいてから
ゆでる。(種類によってゆで時間が違い
ます。) 
２，ピクルス液をつくる。 
 ホウロウまたはステンレスなど酸に
強い鍋にピクルス液の材料を全て入れ
て煮立たせたら、火から下ろして冷ま
す。 
３．ピクルス液が冷めたら、煮沸して
おいた保存瓶の 2/3 量まで入れる。  
４．豆の水けをよくきり、３に入れる。 

ちとせ食育フォーラム講師 中村 由美子さん

●おすすめメニュー● 

千歳は豆の宝庫！豆のピクルス 
 

「安全な食・豊かな食への展望を探る」中島紀一（芽ばえ社）より 

私たちの食べ物って なぁに？ 

私たちは、動物や植物の生命…生きているもの…を食べて
います。なので、「いただきます」は、ただ「食べます」と
いう意味で言うのではなく、さまざまな動植物の「命をいた
だきます」という意味も込められています。 
心から感謝して、食事をしたいですね。 





日程が変更になる場合もありますので、ご確認のうえ参加してくださいね。

＜ 4月＞

日　程 行　　事 場　　所 お問い合わせ先

１０日（水） キッズ広場 ちとせっこ児童館 ちとせっこ児童館（４２－５５５１）

２２日（月） ふれあいあそび ひので児童館 ひので児童館（２４－３１６３）

２２日（月） 感触遊び ほくおう児童館 ほくおう児童館（４２－３７４３）

２２日（月）～
２６日（金）

大きなこいのぼりを作ろう！週間 ちとせっこ児童館 ちとせっこ児童館（４２－５５５１）

２３日（火） 手作り遊び～こいのぼりを作ろう！ しなの児童館 しなの児童館（２２－２９７７）

中旬～下旬 子どもの日☆せいさく 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

１６日（木） お話会 せいりゅう児童館 せいりゅう児童館（２２－２５６０）

２０日（月） 感触遊び しゅくばい児童館 しゅくばい児童館（２７－３１２６）

２２日（水） ちびっこ記録会 しなの児童館 しなの児童館（２２－２９７７）

２７日（月） リズムあそび ひので児童館 ひので児童館（２４－３１６３）

２７日（月） つくちゃお！！ ほくおう児童館 ほくおう児童館（４２－３７４３）

２７日（月） 手形をとろう いずみさわ児童館 いずみさわ児童館（２８－６１１０）

２７日（月）～
３１日（金）

手形をとろうよ！週間 ちとせっこ児童館 ちとせっこ児童館（４２－５５５１）

未定 小麦粉ねんどで、こねこねこねこね！ 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

３日（月） お話会 しゅくばい児童館 しゅくばい児童館（２７－３１２６）

１０日（月） みんなの広場（内容～未定） ほくおう児童館 ほくおう児童館（４２－３７４３）

１０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）

２０日（木） 作って遊ぼう せいりゅう児童館 せいりゅう児童館（２２－２５６０）

２４日（月） うんどう遊び ひので児童館 ひので児童館（２４－３１６３）

２７日（木） おはなし会 ちとせっこ児童館 ちとせっこ児童館（４２－５５５１）

２９日（水） お買いものごっこ しなの児童館 しなの児童館（２２－２９７７）

未定 人形劇団「かざぐるま」公演 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）

定 予 事 行 児童館 編 

ちとせ子育て支援ネットワーク会議  

 H24年 第4回 

 2月15日金曜日 
場所 

ちとせっこセンター 
参加人数・37名 

  今回は「つむぐ・つながることへの想い、大切さ～私たちにでき
ること～」をテーマにグループごとに話し合いました。子育て中の
ママから、千歳に転勤してきたり、子育てで不安な時に健診の場で
仲間とつなげてもらって良かったことや、子育てに関する情報がど
うしたら届きやすいのだろうと考えあいました。 
 各関係機関が、それぞれの立場で意見を出しながら協議し、つな
がりを深めることが支援を考えていくうえで大切であることを、改
めて感じた会議でもありました。 

会議の様子の報告 



＜4月＞

日　程 行　　事 場　　所 お問い合わせ先

  10日（水） キッズ広場  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（木） 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）

  15日（月） 産後ヨガ＆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（月） 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）

  25日（木） 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）

＜5月＞

日　程 行　　事 場　　所 お問い合わせ先

  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）

  １3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）

  １3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）

  １８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）

  ２３日（木） 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）

  ２７日（月） 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）

＜6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  健康母子係 （２４－０７７1）

  13日（木） 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）

  14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）

  15日（土） パパのための育児基礎講座  ちとせっこセンター  ちとせっここどもセンター（４０-１７１7）

  17日（月） マタニティヨガ  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（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）

  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）

  24日（月） 公園であそぼう 市内の公園（未定）  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。

月・水曜日  子育てサロン 

   １０：００～１１：３０ 

 一般の方が予約なしで自由に遊べます. 

 

火・木曜日 サークル支援 １０：００～ 

    サークルさんにお部屋を貸し出します. 

   育児のミニ講座もできますよ。 

     電話予約・先着順で利用可能です。 
 

   詳しくはアリスこどもセンターにお問い合

わせください。（24-８３４１） 

 

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

    
 
つどいの広場 （40-2105） 
  月～土曜日  ９：３０～１６：３０ 
 今年4月から利用時間が変更になりました。 

 
ちとせっこ児童館（42-5551） 
  月～土曜日  ９：００～１７：３０ 
 ゆうぎ室は小学生の長期休み・土曜休み・下
校時間によって利用時間の変更がありますが、
しゅうかい室は終日利用できます。 
    
     

 ○ Ｈ２５年度の幼稚園・保育園の子育てサロン・お庭開放は 把握しだいお伝えします。   
ちとせっここどもセンター アリスこどもセンター 



 

ヨガ特集 
 

                        さぁ！身体を動かしてみませんか 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

効果 ・背中の血行を良くし、肩や腰周辺のコリをほぐします。 

           ・息を吐きながらおしりを締めることで、骨盤底筋群を鍛えます。 

・自律神経のバランスを整えます。 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

効果 ・腰痛をやわらげます。        ・腸の働きを活性化します。 

・背骨と骨盤のゆがみを矯正します。  ・自律神経のバランスを整えます。 

 

 

 

1 よつばいになり、 
 腕と足を真下に伸ばしま
す。体で長方形を作るイ
メージで。 

2 胸を前に、おしりを後ろ
にそらせます。しっぽを
ぴんとたてるように。肩
は力を入れず、リラック
スします 

息を吸いながら 

1 あお向けになり右腕を
肩と水平に伸ばします。手の
ひらを上に。右足を左ひざの
上におきます。 

 
ヨガときくと、多くの人が難しそうなポーズをマスターすることだと思い

がちですが、その本質はまったく違うところにあります。ヨガとはポーズと
呼吸法を一体化させ、日ごろあまり使わない筋肉などを刺激していくもの。
そして、フィジカルとメンタルの両面から、自分自身をバランスのとれた状
態へと導いていくのです。大切なのは、心とからだが調和した状態で、気持
ちいいと感じること。（中略）人間に本来備わる自然の力を呼び起こしてくれ
るのです。 

                      ヨガ入門（西東社）より 

息を吐きながら 

3 お腹を引き上げ、おへそを覗き
込みます。しっぽを中に引き入
れるように。 

 
2・.3 をゆっくり繰り返します 

※ ひざを床につ
くところまでねじ
り、浮いた肩を回
すのもとても気持
ちがいいですよ 

2 息を吐きながら右ひざを床
のほうに倒し、上半身をねじっ
ていきます。右肩が床から離れ
ないように。 

ちとせっここどもセンターで

は、児童館のスペースで不定期に

ヨガを開催しています。センター

のボードで開催日時をおしらせ

していますので、ぜひ参加してみ

てください。参加料無料・予約な

しです。（お子さんと一緒の参加

形態です） 

 ジャイロキネシスの一場面 より ママのためのヨガの一場面 より 

ママの健康づくり Part１  



  

  

 

 

 6 日(土)14：00～  おはなしぐるんぱ 
1３日(土)11：00～  くりねずみ 
1４日(日)11：30～  日曜おはなし会 しゃぼんだま 
1７日(水)11：00～  おはなしの会 ピノキオ 
20 日(土)14：00～  おはなしぐるんぱ 
21 日(日)11：00～  E 絵本くらぶ 
27 日(土)11：00～  くりねずみ 
28 日(日)11：30～  日曜おはなし会 しゃぼんだま 

 

 

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。 

今回特集を組みながら、ヨガにしても、

食べることにしても、生活しながら「心地

よい」って感覚になれることが幸せの基本

なのかもと感じました。 

子育ても同じなのかな…。他のお家や他

の子と比べたりしないで、自分が大切だと

思うことをわが子に伝えて、一緒にいるこ

とを心地よく感じられたら、それで十分な

のかもしれないな。 

気持ちよく健やかに暮らしていきたい

ですね。      事務局 相澤 

 

4月 7日(日)14：00～ 

5月 5日(日)14：00～ 

6月 2日(日)14：00～ 

 

 
☆特別行事☆こどもの読書週間記念事業 

5月 11日(土) 
「あいはら ひろゆき講演会」14:30～16:00 

定員８０名（４月１日・整理券配布） 

サイン会も予定しています。 

 絵本の紹介 

子ども向け上映会  

 

  ４日(土)14：00～  おはなしぐるんぱ 
12 日(日)11：00～  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 

 

  
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 
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 
 

 おしらせ 

 

はるにあえたよ  原 京子/作 
はた こうしろう/絵 

うれしい、うれしい春です。 

はじめての春・・・子ぐまたちの見る

世界はこんなにも美しい。 

  

マークとマータはふたごのこぐま。 

まだ外にでたことがありません。 

はじめての春にわくわく･･････。 

ふたりは待ちきれなくなって、春を 

さがしに出かけますが･･････。 


