
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

平成 20 年８月に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、はや５年。このネットワーク会議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年４回会議を行っています。 

メンバーは支援する団体だけでなく、実際に子育てをしているサークル

のママたちも参加してくれています。そして、会議のたびにママたちの生

の意見を聞けるところがとても良いとの声がたくさん聞かれています。 

今回は、今までに会議に参加してくれたママたちの声の特集です。 

（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）Ｈ 25．10．1発行 18 号 

●なないろラビ 

 他のサークルの方、保育所の先生
など、普段お話をする機会がない
方々と、直接子育てに関してお話し
ができて、貴重な時間を過ごせまし
た。 
また、参加できればと思います。 

●マミマミ‘S 

千歳には子育てのことを真剣に

考えてくれる人がこんなに沢山い

るんだと嬉しくなりました。 

新しい発見もいっぱい!! 

「児童館って、乳児もウェルカ

ムなんだ」「アトピッコクラブコア

ラさんの食育・アレルギー対策の

知識はすごい!!」（今度コラボさせ

ていただく予定♪） 

グループのみなさん（市の職員

や児童館の先生）がママたちの意

見を前向きに受け止めようという

姿勢が全面に出ていたので、安心

して「こうなったらもっと便利！

嬉しいな！」と思っていたことを

思いっきりお話しできました。 

すっきり♡ 

 

  

●アラサフォ 

 ２歳の娘はとてもママっ子なの

で託児できず、抱っこで参加しま

した。途中ぐずって話を聞けない

こともありましたが、子育てをサ

ポートして下さる皆さんの思いや

現状を聞ける、とても良い機会で

した。千歳は子どもが多い地域で、

行政も熱心に動いてくれているこ

とがわかり、子育て当事者である

ママたちの声をもっと必要として

くれていると感じました。 

●ベビドラ 

 初めて案内が届いた時は「ち

ょっと難しそうな集まりだな

ぁ」と思いましたが、一度位は

参加してみようと他のママを

誘って出席しました。確かに中

には少し難しい話もありまし

たが、基本的には子育ての内容

ばかりで、また普段お会いする

機会のない保育所の所長さん

や各児童館関係者の方々のお

話が聞けて、思っていた以上に

楽しく参加することができま

した。子育て情報を早く知る手

段の一つかも…です。また、行

った事のない児童館へも行こ

うと思うようになりました。 

●アトピッコクラブコアラ 

普段接する事の少ない方々と

の話が新鮮で、又、アレルギー

やアトピーに関する話も皆さん

親身になって聞いて下さり、と

ても嬉しく有意義な情報交換の

時間となりました。 

●ベビースター 
子育てをしていく中で悩ん

だり困った時に気兼ねなく相

談出来る存在が、千歳は充実し

ているなと会議に出て改めて

実感しました。保育園の先生や

地域の民生委員の方々と直接

意見交換が出来、周りの方々に

助けられて地域ぐるみで見守

ってもらえるのだなと思いま

した。ネットワークの中に参加

出来、この町での子育てがまた

楽しく感じられるようになり

ました。 



 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

勇舞地区   

富士・信濃地区    

   

祝梅地区 

●開催場所・開催日時 
10/4・11/8・12/6・2/7・3/7（すべて金曜日） 

10時 30分から 11時 30分           ほくよう児童館 

●どんな地区の方が利用されていますか？ 

勇舞・みどり台・北光・あずさ・富丘・上長都 

●開催場所・開催日時 

毎月第２・４水曜日 10時から 12時 祝梅コミュニテーセンター 

●開催場所・開催日時 

 毎月第３金曜日 10時 30分から11時 30分 しなの児童館 

●ＰＲのひと言  
１・２歳児が多いですが、幼稚園にいっているお兄ちゃんやお姉

ちゃんも一緒に遊びにきてくれます。ボール、サークルの中での遊
び、積木ブロック、電車のおもちゃ、コンビカーでの遊びが人気で
す。９年目に入り、来年は開催 200回を迎える予定です。地区の民
生委員の半数以上がサロンに参加、大事な事業として取り組んでい
ます。いつも「また元気に来てね」という気持ちで開催しています。 

 

●どんな地区の方が利用されていますか？   寿・弥生 

●ＰＲのひと言  
 児童館の広い遊戯室で思いっきり体を動かして遊べます。年齢に合わ
せた様々なおもちゃを用意しています。小さい子が自在に上がれる滑り
台や手作りの箱車などが人気です。 
 若い世代の方が多く住んでいる地域なので、催し物や行事を開催し
て、一人でも多くの方に利用して頂き、いらっしゃる方々のつながりを
深められるよう、橋渡しをしていきたいと思っています。 

 

●どんな地区の方が？ 

  信濃・富士が中心 他いろいろな地区から参加 
 

 ●ＰＲのひと言   

 最初に児童館で始まったサロンです。遊戯室ではコンビカーや箱車、ボ

ール遊びなど身体を使って遊び、集会室では小さな滑り台やブロック、

赤ちゃんのおもちゃでゆったり遊べます。遊んだ後は手遊び、ペープ

サート、絵本の読み聞かせを行っています。レクレーション協会の「ア

ンパンマン体操」も人気です。運動会やクリスマス会も毎年行ってい

ます。民生委員全員が楽しく遊ぶことを基本に、参加された方みなさ

んが楽しく過ごされるよう心がけています。 

 
 
 

 

各地区の民生委員児童委員が開催している『サロン』特集第２弾！３ヶ所のサロンの紹介です。ぜひ遊びにいってみてくださいね！ 

問いあわせ：ちとせっここどもセンター 



※　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。

＜10月＞

日　程 行　　事 場　　所 お問い合わせ先

　8日（火） みんなのひろば ほくよう児童館 ほくよう児童館　26-6789

２１日（月 親子でかくれんぼ ひので児童館 ひので児童館　24ー3163

２１日（月） ちびっこ運動会 ほくおう児童館 ほくおう児童館　42－3743

２１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

２２日（火） ちびっこ運動会 ちとせっこ児童館 ちとせっこ児童館　42-5551

２８日（月） 人形劇団「ピッコロ」公演 しなの児童館 しなの児童館　22-2977

２８日（月） ３Ｂ体操 いずみさわ児童館 いずみさわ児童館　28-6110

２９日（火） 小麦粉粘土遊び せいりゅう児童館 せいりゅう児童館　22-2560

＜11月＞

　７日（木） 人形劇『ピッコロ』 いずみさわ児童館 いずみさわ児童館　28-6110

１１日（月） たのしく踊ろう ひので児童館 ひので児童館　24-3163

１５日（金） みんなの広場「ベビーマッサージ」 せいりゅう児童館 せいりゅう児童館　22-2560

１８日（月） 笑いのヨガ しゅくばい児童館 しゅくばい児童館　27-3126

19日（火）
～21日木）

クリスマス製作週間 ちとせっこ児童館 ちとせっこ児童館　42-5551

２２日（金） みんなのひろば「親子ふれあいあそび」 しなの児童館 しなの児童館　22-2977

２５日（月） ちびっこ体操 ほくおう児童館 ほくおう児童館　42－3743

２７日（水） ちびっこ記録会 ほくよう児童館 ほくよう児童館　26-6789

＜ 12月＞

　９日（月） ひので*キラキラ*クリスマス！ ひので児童館　 ひので児童館　24-3163

　９日（月） クリスマス会☆きらきらドキドキ☆ しなの児童館 しなの児童館　22-2977

　９日（月） アンパンマンとクリスマスを楽しもう！ ほくおう児童館 ほくおう児童館　42－3743

　９日（月） クリスマス会～みんなでメリークリスマス～ いずみさわ児童館 いずみさわ児童館　28-6110

　９日（月） クリスマス会「人形劇団ピッコロ」 せいりゅう児童館 せいりゅう児童館　22-2560

　９日（月） クリスマス会～パンダもやってくる！～ しゅくばい児童館 しゅくばい児童館　27-3126

１６日（月）
親子で楽しもうメリークリスマス♪♪
　　（ちとせっこセンター合同）

ちとせっこ児童館 ちとせっこ児童館　42-5551

１６日（月） 歌って♪おどって♪クリスマス会 ほくよう児童館 ほくよう児童館　26-6789

　　　                                                       千歳市役所保育課児童館係　２４－０３３８（直通）

定 予 事 行 
児童館 編 

 
  

告 報 事 行 

今年も子育てサークル１４団体、（４９名）が参加し、リーダー会議、メンバーによる託児や親子遊びを
通して情報交換や交流を深めました。 

リーダー会議では「フリーマーケットを企画し活動資金にしています。」「メンバーのキャリアを生かし、
看護師ママの卒乳講座や、社交ダンスの講座などいろいろ企画しています！」「子どもが就学、就園しても
母親向けの活動を企画し、息の長いサークル活動にしていきたい」など役立つ情報がたくさん！ 

最後にはメンバー、ボランティアさんと全員でわらべ歌遊び等を楽しみ、「サークル活動がますます楽し
くなりそう！」「とてもためになりました」と参加者は笑顔を見せ次の再会を約束していました。 

サークルリーダー交流会 IN  アリスこどもセンター  



＜10月＞

日　程 行　　事 場　　所 お問い合わせ先

  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） 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（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）

１７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）

１８日（金） 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）

２１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）

２３日（水） ランチデー  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（木） ママのためのアロマセラピー  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

１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）

６日（水） ランチデー  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（土） 体験パパクラブ  総合保健センター  健康母子係 （２４－０７７１）

１8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）

１8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）

21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）

＜12月＞

日　程 行　　事 場　　所 お問い合わせ先

2日（月） 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）

４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）

13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）

1６日（月） 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）

１８日（水） ランチデー  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（土） パパの育児基礎講座  ちとせっこセンター  健康母子係 （２４－０７７１）

※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 

 今回は「みんなで育てる・みんなで支える～中標津町の子育て支援
～」と題し、講師に中標津町町民生活部子育て支援室室長高松絵里子
氏を迎えて、講演会を行いました。 
 民生委員、保育所職員、家庭的保育室職員、行政、通園施設職員、
保健師など多岐にわたる職種の方々や、夜という時間帯でしたが、子
育て中のママの姿もありました。 
 中標津の「赤ちゃんボランティア・中学生とのふれあい交流」
「チャイルドアドバイザー制度」「児童館菜園たがやし隊事業」など
の先駆的な取り組みはとても刺激的で、「自分たちの市では何が出来
るだろう」とパワーをわけてもらえる講演会でした。 

第2回 
 8月 28日水曜日 
場所    

ちとせっこセンター 
参加人数・  
   37団体90 名 

ちとせ子育て支援ネットワーク会議  研修会の様子の 
報告 



心とからだを見つめて・・・ 

自分でケアして、自分らしく生きる。癒しのひと時。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【保存上の注意】  
マッサージオイルは、数回分をまとめて作ってもかまいませんが、作りおきする場合は、精油の成分の揮発や変質を防ぐた
めに、光を通さない遮光ビンに移しかえて下さい。  
また、柑橘系の精油をブレンドしたマッサージオイルは、特に劣化が早いので、できれば使うたびに作るよう 
にしましょう。その他の物は、冷蔵庫などに保管し、3 ヶ月間以内に使い切りましょう。  
【※注意事項】  
精油の原液を、素手で触らないように注意してください。誤飲した場合は、                  
大量の水を飲んで、尿と一緒に排泄するようにしてください。その上で、医師の診断を受けましょう。   

お部屋から、私から、ふわふわ漂う  

アロマの香りに包まれて 

ちとせっこセンターのちとせっこ子育て塾でも大人気！の講座 

 

アロマテラピーでは、2 種類のオイルを使用
します。「エッセンシャルオイル（精油）」と「キ
ャリアオイル」。  

 
精油は、植物の有効成分を濃縮して抽出した

ものなので、原液のままお肌につけると刺激が
強すぎます。 そのため、アロママッサージでは、
濃度を薄めるために、精油に植物油をブレンド
して使います。その希釈用の植物油のことを「キ
ャリアオイル」と呼んでいます。 
  
その時の気分や体調に合わせて、好みのオリジ
ナルブレンドマッサージオイルを作ります。  
ベースとなるキャリアオイルはとても酸化しや
すいので、そのとき使う分量だけのマッサージ
オイルを作るのがおすすめです。 
 同じ精油を長期・連続使用すると、慣れによ
り効果が落ちたり、体の一部の器官だけに負担
がかかることがあります。同じものを使い続け
るのではなく、色々なフレーバーを楽しんでく
ださい。 

【準備するもの】  
精油/キャリアオイル/ビーカー/ガラス棒/保存用遮光
ボトル 
※ビーカーやガラス棒がない場合は、プラスチック製
以外の容器や、ガラス製のマドラーでも代用できます。  

 

 マッサージオイルの作り方 
 （30ml/ボディ約 2 回分） 
 
① ビーカーにキャリアオイルを 30ml 入れる。 
② 精油を 6 滴落とす。 

複数をブレンドする場合、合計で 6 滴。 
（1 滴の分量は 0.05mlで計算） 
 

③ ガラス棒で 
全体をよくかき混ぜる。 
 
○保存の場合、遮光ビンで 
 

kirei－labo 参照 

 

間接喫煙 について 

たばこの煙は、それを吸っている人の主流煙、火がついているたばこの先から出る副流煙、そして吸

った人が吐き出す呼出煙に分けられます。間接喫煙とは喫煙者の周囲の人が副流煙と呼出煙を吸い込む

ことをいいます。 

 子どもは喫煙者ではないので、間接喫煙の影響を考える必要があります。ベランダなどで喫煙し、大

人が家の中で喫煙を避けたつもりでも、たばこを吸って家に入れば呼出煙をもたらし、衣服に付いたた

ばこの成分でも子どもの呼吸器に影響を与えることが言われています。 

 気管支ぜんそくなどでもともと気道が狭くなりやすい場合には、煙草の煙が刺激になり、悪化の原因

にもなります。 

 子どもがいる周囲では喫煙を避けましょう。 

市内では禁煙外来を開設している病院もあります。この機会に禁煙に取り組んでみませんか。 

 かすみ保健師のコーナー 

●ちとせっここどもセンター 保健師● 



  

  

 

 

 ☆8 月 28 日～9 月 5 日 蔵書点検のため休館 ☆年末年始 12 月 28～1 月 4 日 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
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 
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 

 

 

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。 

今回の特集のひとつ『ネットワーク会

議に出席してくれたママたちの言葉』は

深く考えさせられました。 

「会議」と聞くと、ちょっと敷居が高く、

難しそうなイメージですが、そこに参加

し、子育てを自分のことだけではなく、

皆のものとして考え、よりよくしようと

する気持ちに感動。 

子育てを通して、世界が広がり、人と

人が繋がっていくって素敵なことです

ね。         事務局 相澤 

 

 
第 1日曜日 14：00～ 

10月 6日（日） 
11月 3日（日） 
12月 1日（日） 

☆ 特別行事☆  12月 23日（月） 

冬休み読書推進事業 

「むかしの遊びを体験しよう！」 13：00～ 

クレヨンカンパニー公演     14：30～ 

「いろいろげきじょう」           

絵本の紹介 

子ども向け上映会  

 

  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 
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 

  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 クリスマスおはなし会 
22 日(日)11：30～ 日曜おはなし会 しゃぼんだま 

 

 おしらせ 

 

 
本書は、読むと幸せな気持ちにな

れる絵本ガイドブック「幸せの絵本」
シリーズの第３作目にあたります。 
 
今回のコンセプトは「家族の絆」。 

震災後、家族のありかたや人とのつ
ながりが問い直されている時だから
こそ読みたい名作 100 冊を集めま
した。 
家族の絆を主題にした作品と、一

緒に読むことで家族の絆を深めてく
れる作品を選びました。困難に立ち
向かう強さをもった作品や、絵本か
ら読み物の入り口の役割を果たして
くれる作品も選びました。これらの
素敵な作品を皆さんにご紹介するこ
とは、私たち絵本ナビの使命だと感
じています。 

 

幸せの絵本～家族の絆編～
編： 金柿 秀幸 

出版社：ソフトバンククリエイティ
ブ 
 

 


