
  
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

食欲の秋・読書の秋・スポーツの秋・・・と千歳の

秋も深まってきましたね。 

子どもには「あそびの秋」にしてあげたいものです。

これから寒い時期に向かいますが、市内の幼稚園や保

育所では、庭や園内を一般の方にも開放していますの

で、是非遊びに行ってみてくださいね。 

 
＜開催日＞ 毎週月曜日 

（幼稚園行事により変更あり） 

＜時  間＞１０：００～1１：３０ 

＜場  所＞末広５丁目１－６ 

＜電話番号＞２３－３３２９ 

＜受付必要＞電話 ４２－２００３ 

        13：00～16：00 の間 

 

＜開催日＞10/28★12/14 

＜場  所＞新富１丁目６－２１ 

＜時  間＞９：５０～１１：００ 

＜電話番号＞２３－３５８６ 

＜その他>上靴持参 

＜開催日＞ 10/7★11/2・20 

        12/16 

＜場  所＞清水町４丁目２５番地 

＜時  間＞１０時～1１時半 

＜電話番号＞２３－２３３１ 
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ＴＥＬ：0123-40-1717 

 

＜開催日＞10/2・23★11/13・2７ 

＜場  所＞高台２丁目３－１１  

＜時  間＞１０：００～１１：３０ 

＜電話番号＞２３－０２０３ 

＜受付必要＞一週間前の木曜日まで 

＜対象年齢＞２・３歳児 

 

＜開催日＞毎週木曜日 

＜場  所＞若草５丁目３－１ 

＜時  間＞１０：００～１１：３０ 

＜電話番号＞２８－２１２３ 

＜対象年齢＞１・２歳児 

 

 
＜開催日＞毎週水曜日 

＜場  所＞青葉５丁目１３－７ 

＜時  間＞１０：３０～1１：４５ 

＜電話番号＞２３－３９９８ 

＜対象年齢＞２・３歳児 

 

 
＜開催日＞ 毎週月曜日 

（幼稚園行事により変更あり） 

＜時  間＞１０：００～1１：３０ 

＜場  所＞富丘４丁目１３－２０ 

＜電話番号＞２３－５７３５ 

＜受付必要＞電話 ４２－２００３ 

       13：00～16：00 の間 



アンパンマンの著書であるやなせたか

しさんが一番初めに、ラジオドラマとし

て発表したのが『やさしいライオン』。

「ボクにとっては無数といっていいほど

の数の絵本やメルヘンを創作し、その

中から現在の代表作であるアンパンマ

ンも生まれた。 『やさしいライオン』が

なければアンパンマンも絵本化されな

かったと思う。『やなせさんの作品のな

かでは、やさしいライオンがいちばんい

いですね』といわれることが多い。今

見ると絵が下手くそではずかしいが、

技術的に未熟な欠点を超えて多くの

人に愛されてきたことは作者としては

うれしい限りである。」とやなせさんも

ＨＰでコメントしている。読むと切ない

ような、悲しいような気持ちになるが、

この絵本の中には沢山の「愛」が散り

ばめられています。しみじみ読んで聞

かせたい一冊ですよ。  

   
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
  
  
  
 

 

 
  ３日（土）おはなしぐるんぱ 
  ４日（日）上映会 
 １０日（土）くりねずみ 
 １１日（日）日曜おはなし会 

しゃぼん玉 
 １７日（土）おはなしぐるんぱ 
 １８日（日）Ｅ絵本くらぶ 
２１日（水）おはなしの会  

ピノキオ 
 ２４日（土）くりねずみ 
 ２５日（日）日曜おはなし会 

しゃぼんだま 

 
  １日（日）上映会 

７日（土）おはなしぐるんぱ 
 １４日（土）くりねずみ 
 １５日（日）Ｅ絵本くらぶ 
 １８日（水）おはなしの会  

ピノキオ 
２１日（土）おはなしぐるんぱ 
２２日（日）日曜おはなし会 

しゃぼんだま 
 ２８日（土）くりねずみ 

  

 
  ５日（土）おはなしぐるんぱ 
  ６日（日）上映会 
１２日（土）くりねずみ 

 １３日（日）日曜おはなし会 
しゃぼん玉 

 １６日（水）おはなしの会 
          ピノキオ 
 １９日（土）おはなしぐるんぱ 
 ２０日（日）Ｅ絵本くらぶ 
 ２６日（土）くりねずみ 
 ２７日（日）日曜おはなし会 

しゃぼんだま 

 

 
＜開催日＞毎週木曜日 

＜時  間＞９：３０～１１：００ 

＜場  所＞東雲町３丁目 1-10 

＜電話番号＞２３－２７２７ 

 
＜開催日＞毎週水曜日 

＜時  間＞９：３０～１２：００ 

＜場  所＞花園 4 丁目３－１ 
＜電話番号＞２４－９２００ 

 
＜開催日＞毎週木曜日 

＜時  間＞９：３０～１１：００ 

＜場  所＞新富２丁目４－６０ 

＜電話番号＞２３－２８９４ 

 

ちょっとこわいけど

すべってみよっと♪ （末広保育所）

※時間等は図書館に 
   ご確認くださいね。 
      ２６－２１３１ 



 

 

 

 

＜材料＞（１人分） 

さば水煮缶 1/4 缶 （さけ缶でもＯＫ！） 

白いりゴマ  ７ｇ 

青のり 大さじ 1/2  

    砂糖 少々 

    生姜絞り汁 ４ｇ 

    酒   ４ｇ 

    醤油  ２ｇ 

     

① さば缶は水気を切り、鍋にＡの調味料と一緒に

入れ弱火で汁気がなくなるまで煮詰める。 

② 煮詰まったら火からおろし、ゴマと青のりを入

れる。 

  
 
 
  

☆うまれたばかりの赤ちゃんは虫歯菌を持っていません。 

～どこから・・～すでにミュータンス菌を持っているお母様や周りの大人の唾液から子どもは感染して 

しまいます。 

     例えば  ＊赤ちゃんに口移しで食べさせる。 

        ＊大人が味見をしたスプーンで子どもに食べさせる。 

        ＊おはしやコップなどを共有する。など 

～どうすれば・・～子どもとのスキンシップはとても大切です。周りの大人達の口の中が健康であれば 

問題はありません。気になるようであればお近くの歯科医院へ足を運んではいかがでしょう。 

お口の『健口』は体の『健康』へつながっています。 

 

 

 

食事・排泄・睡眠・衣服の着脱などの生活習慣形成

は、子どもが自発的にやろうとする気持ちを大切に

し、優しく手をかけながら、できたことを十分に認

めることが大切です。子ども自身が気づき、自分か

ら進んでやろうとする意欲を失わせないように、強

く言って押しつけたり、目標への到達を急がせない

ようにしましょう。たとえば、清潔習慣では、お母

さんが食事や外遊びなどいろいろな場面で一緒に

して見せると、模倣しながら繰り返し行うことで身

につくようになります。タオルなど子どもが使いや

すいように置く工夫をしたり、優しい言葉で励まし

てあげましょうね。 

 

★健康推進課 栄養士★ ★アリスこどもセンター 子育て相談員★ 

★健康推進課 歯科衛生士★ 

子育てワンポイント♪

Ａ 

 
★ボール落とし 

 ・ペットボトルを半分に切った物を重ねて、ビニールテープではります。 

 ・中にスーパーボールを１つ入れます。 

 ・ボールがポトンポトンところがり出て楽しいですよ。 

★布のポケット 

 ・状差しのように作り、ポケットに小さなぬいぐるみを入れておきます。 

 ・ぬいぐるみを出したり、入れたりして喜んで遊びますよ。 

 ・ぬいぐるみの代わりに、絵カードを入れても楽しいですね。 

  

おばあちゃん  「あー疲れた」 

 りこちゃん   「じゃ、りこの元気あげる」 

 おばあちゃん  「ありがと。りこちゃんは大丈夫？」 

 りこちゃん   「だいじょうぶ！りこは元気いっぱいあるから」 

 ママ      「ママにもちょうだ～い」 

 りこちゃん   「え～・・りこの元気がなくなっちゃう～」 

  このあとおじいちゃんには「しあわせあげるね」と手を握りしめて、なにかを渡す真似をし

たそうです。子育ては大変なことも多いけれど、優しい気持ちが沢山もらえますね☆☆ 

1 どんぐりころころ どんぶりこ 

お池にはまってさあ大変 

どじょうが出てきてこんにちは 

 ぼっちゃん一緒に遊びましょう♪

2 どんぐりころころ よろこんで 

しばらく一緒に遊んだが 

やっぱりお山が恋しいと 

  泣いてはどじょうを困らせた♪

 

 



             

   行 事 予 定 

 

＜１０月＞ 

日 程 行 事 場 所 お問い合わせ先 

２日（金） ボランティアまつり アリス保育園 アリスこどもセンター（24-8341） 

８日（土） 児童館まつり せいりゅう児童館 せいりゅう児童館（22-2560） 

９日（金） ベビーマッサージ ちとせっこセンター ちとせっこセンター（40-1717） 

１０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） 

１５日（木） すこやか子育て講座 文化センター 教育委員会生涯学習課（24-0848） 

１６日（金） こどもおやつクラブ 文化センター ちとせっこセンター（40-1717） 

１６日（金） 子育て講座（３Ｂ体操） アリス保育園 アリスこどもセンター（24-8341） 

１９日（月） 産後ママストレッチ ちとせっこセンター ちとせっこセンター（40-1717） 

２４日（土） パパとあそぼう ちとせっこセンター ちとせっこセンター（40-1717） 

２８日（水） すこやか子育て講座 文化センター 教育委員会生涯学習課（24-0848） 

２８日（水） キッズひろば ちとせっこ児童館 ちとせっこセンター（40-1717） 

２９日（木） 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） 

＜１１月＞ 

＜１２月＞ 

日 程 行 事 場 所 お問い合わせ先 

７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） 

１１日（金） ベビーマッサージ ちとせっこセンター ちとせっこセンター（40-1717） 

１５日（火） 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） 

２２日（火） クリスマス会 ちとせっこセンター ちとせっこセンター（40-1717） 

  
※幼稚園・保育所開放   

★毎週月曜日・・・メリー幼稚園☆第２メリー幼稚園              ★千歳幼稚園・・・・10/7.11/2.11/20.12/16 

    ★毎週水曜日・・・千歳青葉幼稚園☆末広保育所           ★千歳第２幼稚園・・・・10/28.12/14 

    ★毎週木曜日・・・向陽台つくし幼稚園☆真々地保育所☆北栄保育所  ★千歳つくし幼稚園・・・10/2.10/23.11/13.11/27 

 

    

  

Ｐ 

日 程 行 事 場 所 お問い合わせ先 

６日（金） 体操パパクラブ 総合保健センター 健康母子係（24-0771） 

６日（金） 子育て講座（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） 

１１日（水） すこやか子育て講座 文化センター 教育委員会生涯学習課（24-0848） 

１３日（金） こどもごはんクラブ 文化センター ちとせっこセンター（40-1717） 

２４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） 

３０日（月） マタニティビクス ちとせっこセンター ちとせっこセンター（40-1717） 

 

 

 

 

今回の記事を作成するにあたり、末広保育所とメ

リー幼稚園の一般開放の見学に行ってきました。

メリー幼稚園ではお母さんに見守られながら、同

じような年齢の子どもたちと一緒に遊び、はじけ

る笑顔がいっぱい！時々お母さんのところに戻っ

ては安心したように、また友達と遊ぶ姿が見られ

ました。最後に幼稚園の先生による絵本の読み聞かせ

や、手遊び、体操など一緒に遊ぶ場面もあり、親子で楽

しい時間を過ごしていましたよ。（わが子の子育てのと

きにも行ってみたかったな～。随分昔になりますが・・・）

是非遊びに行ってみてはいかかでしょう☆（Ｍ・Ｔ） 

行 事 予 定
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