
 

 

 

 

 

 

 

                                         

 

 

 

 

あ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（発行） 
「ちとせ子育て支援ネットワーク会議」 
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食べもの、動物、乗りもの、お友だち・・・。 

絵本には、子ども達の大好きなものがたくさん詰まっています。 

たくさんの絵本があるなかで、ママの選んだ絵本は子ども達がこれから踏み出す絵本の世界への 

最初の扉。読み終えた時に「もう１回！」とアンコールがあったら・・・それはとてもステキなこと！ 

子ども達の心に響いたこと間違いなし。１度響いた小さな波紋はどんどん拡がっていきます。 

  ぜひ何度も読んであげてくださいね。 

絵本の世界は子ども達の想像・創造する力を膨らませていきます。 

子ども達は、大好きな人の膝で温もりを感じながら読んでもらった記憶を大事に抱えて大人になり、 

また自分の子ども達に読んであげることでしょう。 

遥か未来に繋がっていく絵本の世界へようこそ。 

「ぽぽんぴぽんぽん」 

という、響きのよい言葉が 

リズミカルに繰り返されて 

いきます。 

おへそってドコにあっ 

たかな？と探しながら、 

指差して見るのも楽しい 

ですよ。  

 

 

 

 

 

 

    すよ。 

しろくまさんのパンツが 

なくなっちゃった！ 

がっかりしていたら、ね 

ずみくんが一緒に探そうと 

言ってくれます。いろい 

ろな動物・カラフルなパン 

ツが出てくる、とても楽し 

いしかけ絵本です。 

 

  

松竹いね子 
   ・作 
ささめや 

 ゆき・絵 

      「ぼくは いつも 

       おこられる。ぼくは  

       どないしたら おこら 

       れへんのやろ」 

七夕様へ宛てた「ぼく」

の      の願いに、心の真ん中

が      がきゅうとなる１冊。 

七夕様に感謝☆ 

くすのき 
しげのり・作 

石井 聖岳・絵 
 

偶然の中でも、動物達 

の振る舞いに、ほんわか 

と温かい気持ちになって 

周りを思いやる心を大切 

にしたいと自然に感じま 

す。私達も心のどこかに 

「どうぞのいす」を 

持っていたいですね。 

 

 

香山美子・      
    作 
柿本幸造・ 

    絵 

        友だちと遊ぶのは楽

しいけれど、夕方にな

ったら帰らなくちゃね

…ずっと遊んでいたい

けど、ご飯もお風呂も

あるもんね。子どもの

頃、明日が待ち遠しか

った記憶が蘇ります。 

 

       

 

武鹿 悦子・作 
たしろ  

ちさと・絵 

「どんな絵本がいいです

か？」 

ロングセラーと言われ

ている本には、大人も子

どもも、何か惹かれるも

のがあります。 

まずは入り口として選ぶ

方も多くいますよ。 

後は、読み聞かせる方

の直感でどうぞ。 

・言葉のリズムがいい 

・絵が好み 

・短め（繰り返し読み易い） 

 

 

「なぜ同じ絵本ばかり持

ってくるのでしょう？」 

 子ども達は何度も絵本

を見ていく中で「次は○

○、その次は」と段々と

内容を理解し、期待して

待つようになります 

ワクワクしながら見て、

それらが予想通りになる

と嬉しくて仕方ないので

す。「やっぱり○○だっ

た！！」と確認し、安心・

満足するのですね。 

「また…」と密かに思い

つつも、ぜひ読んであげ

てくださいね。 

      いろんな果物がかくれ 

      んぼ！次は何かな？と 

      わくわくします。 

       子ども達も次のペーを

めくるのが待ち遠しくな

ります。他に野菜バージ

ョンの「やさいさん」も

ありますよ。 

ツペラ 
ツペラ・作 

ツペラ 
ツペラ 

  ・作 

ママにおすすめ① 
「子育てでいちばん大切なこと」 

児童精神科医・佐々木正美 
「あ～これでいいんだ…」と背中を押して貰
ったような、ホッとした気持ちになれます。 

   ママにおすすめ② 
「おかあさんとあたし。と、おとうさん」 
ムラマツエリコ  なかがわみどり 

自分の小さかった頃に重ね合わせて、思わず
ホロリとしますよ。子ども時代は貴重です。 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【材料】 

☆木綿豆腐 120ｇ  ☆パン粉 25ｇ 

☆鶏ひき肉 145ｇ  ☆豆乳  35ml 

☆玉葱   150ｇ  ☆砂糖  小さじ 2 

☆長葱   150ｇ  ☆味噌  大さじ 1と 1/3 

    サラダ油と白ごまはそれぞれ適宜 

保育所栄養士さんのコーナー ● 千歳市保育課 中島管理栄養士 ● 
 

【作り方】 

① 豆腐は水切りをしっかりする。玉ねぎ、

長ねぎはみじん切りにし、炒めてから

冷ます。 

② ☆を全て合わせて粘りが出るまでよく

混ぜる。 

③ 天板に油をしき、②を１～２㎝くらい

の厚さにならし、ごまをふりかけて

180℃のオーブンで 15分焼く。 

④ 長方形に切り分ける。 

 

※オーブンでなくフライパンでも出

来ますよ。 

※味噌味の和風ハンバーグという感

じです。 

今回ご紹介するのは保育所（園）の子ども達に人気のメニューです。保護者参観の時に、保護者の方に食べ

ていただき、大変好評でレシピを教えて欲しいとの声もありましたよ。 

MENU豆腐入り松風焼き 
献立は大人２人、子ども２人の 

分量です。  

Ｈ２６年度の「ちとせ子育て支援ネット

ワーク会議」が 5/23（金）に、ちとせっ

こセンター２階で行われました。 

第１回目の今回は、今年３月新富にオー

プンした「げんきっこセンター」の施設と

希望が丘児童館・希望が丘学童クラブの紹

介を行った後、８グループに分かれて情報

交換をしました。 

今年で７年目を迎える、ちとせ子育て支

援ネットワーク会議。開催するたびに、千

歳市の子育て支援の輪が大きくなってい

ることを実感しています。 

就学前のお子さん達、これから生まれて

くる赤ちゃん達、小学生・中学生・高校生

まで、これからの子育て支援はよりきめ細

やかで温かな絆で結ばれていきそうです。 

参加団体  ４２団体 

参加人数  57名 

皆さん、お話が弾みます♪ 子育て支援の輪の拡がり♪ 



＜ 7月＞

日　程 行　　事 場　　所 お問い合わせ先

　　　　7日（月）  色水あそび ひので児童館 ひので児童館 ☎24-3163

４日（金）  みんなのひろば しなの児童館 しなの児童館 ☎22-2977

14日（月）  みんなの広場 しゅくばい児童館 しゅくばい児童館 ☎27-3126

17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

22日（火）  ごっこあそび いずみさわ児童館 いずみさわ児童館 ☎28-6110

22日（火）～
24日（木） 　お面作り週間 ちとせっこ児童館 ちとせっこ児童館 ☎42-5551

26日（土）  げんきっこミニミニ夏まつり（げんきっこセンター合同行事） 希望が丘児童館 希望が丘児童館 ☎26-2060

30日（水）  ちびっこ夏まつり ほくおう児童館 ほくおう児童館 ☎42-3743

未定  ごっこ遊び ほくよう児童館 ほくよう児童館 ☎26-6789

＜８月＞

日　程 行　　事 場　　所 お問い合わせ先

4日（月）  ごっこあそび ひので児童館 ひので児童館 ☎24-3163

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

25日(月）  みんなの広場 いずみさわ児童館 いずみさわ児童館 ☎28-6110

18日（月）～
29日（金）  水あそび週間 しゅくばい児童館 しゅくばい児童館 ☎27-3126

19日（火）～
　21日（木）  変身グッズ作り週間 ちとせっこ児童館 ちとせっこ児童館 ☎42-5551

26日（火）  みんなの広場DEリズム♪ 希望が丘児童館 希望が丘児童館 ☎26-2060

毎日  暖かい日は水遊び ほくよう児童館 ほくよう児童館 ☎26-6789

毎日  暖かい日は水遊び せいりゅう児童館 せいりゅう児童館 ☎22-2560

＜ 9月＞

日　程 行　　事 場　　所 お問い合わせ先

8日（月）  人形劇団「ピッコロ」 ほくおう児童館 ほくおう児童館 ☎42-3743

12日（金）  スタンプ遊び せいりゅう児童館 せいりゅう児童館 ☎22-2560

16日（火）  大きくお絵かき ほくよう児童館 ほくよう児童館 ☎26-6789

8日（月）～
12日（金）  踊っちゃおう♪週間 ちとせっこ児童館 ちとせっこ児童館 ☎42-5551

18日(木）  リズムあそび いずみさわ児童館 いずみさわ児童館 ☎28-6110

27日（土）  人形劇団「かざぐるま」 しゅくばい児童館 しゅくばい児童館 ☎27-3126

29日（月）  ちびっこ運動会 ひので児童館 ひので児童館 ☎24-3163

29日（月）  人形劇団「ピッコロ」 しなの児童館 しなの児童館 ☎22-2977

29日（月）  おどろう！「ぱんだがいっぱい」 希望が丘児童館 希望が丘児童館 ☎26-2060

　　        今年は９児童館合同で児童館祭りを行います！

と　き：１０月１８日（土）
場所：千歳市総合福祉センター

行 事 予 定 

児童館・幼稚園・保育園・保育所編 

    ＜今年の児童館祭りは・・・＞ 

☆幼児さんのコーナー充実！ 
☆食べ物コーナーも計画中！ 
♪「親子で踊ろう！ぱんだがいっぱい」～各児童館で、
パンダのお面を作り、ステージで踊りませんか？ 



 
アリスこどもセンター・ 健康推進課   

ちとせっここどもセンター・げんきっここどもセンター 編  
※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。 

＜７月＞      

日 程 行  事 場  所 お問い合わせ先 

１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） 

 ３日（木） リフレッシュ講座 ちとせっこセンター ちとせっここどもセンター（40-1717） 

８日（火） 祖父母講座 ちとせっこセンター ちとせっここどもセンター（40-1717） 

９日（水） 歯と栄養講座 げんきっこセンター げんきっここどもセンター（26-2070） 

１０日（木） 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） 

１０日（木） 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） 

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

１２日（土） パパクラブ 総合保健センター 健康母子係（24-0771） 

１４日（月） 親子ビクス げんきっこセンター げんきっここどもセンター（26-2070） 

１５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） 

１６日（水） やさしいヨガ げんきっこセンター げんきっここどもセンター（26-2070） 

１７日（木） サテライト講座 
防災センター 

「そなえ～る」 
アリスこどもセンター（24-8341） 

＜８月＞    

日 程 行  事 場  所 お問い合わせ先 

１日（金） 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） やさしいヨガ ちとせっこセンター ちとせっここどもセンター（40-1717） 

２０日（水） やさしいヨガ げんきっこセンター げんきっここどもセンター（26-2070） 

２１日（木） ベビーマッサージ げんきっこセンター げんきっここどもセンター（26-2070） 

２７日（水） ちとせ子育て支援ネットワーク会議 ちとせっこセンター ちとせっここどもセンター（40-1717） 

２８日（木） 子育て講座「みんなであそぼ！」 アリス保育園 アリスこどもセンター（24-8341） 

２９日（金） 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） 

＜９月＞    

日 程 行  事 場  所 お問い合わせ先 

５日（金） 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） 

１１日（木） 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） 

１２日（金） 公園で遊ぼう げんきっこセンター げんきっここどもセンター（26-2070） 

１７日（水） やさしいヨガ げんきっこセンター げんきっここどもセンター（26-2070） 

２２日（月） ママクラブ アリス保育園 健康母子係（24-0771） 

２２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） 

２４日（水） 離乳食講座 げんきっこセンター げんきっここどもセンター（26-2070） 

２６日（木） 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） 

２７日（土） パパのベビーマッサージ ちとせっこセンター 健康母子係（24-0771） 

２９日（金） やさしいヨガ ちとせっこセンター ちとせっここどもセンター（40-1717） 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
（材料） 
エッセンシャルオイル 
ゼラニウム 
ラベンダー 各５滴 
無水エタノール５ml 
   （小さじ１） 
精製水   ４５ml 
   （大さじ３） 
遮光スプレーボトル 
  （５０ml）１本 
計量スプーン 
   小さじ・大さじ 

 

 

 

 

           今年は６月から暑い日がみられましたね。 

これから本番の夏を元気に過ごしましょう。 

                今回は、夏に多い病気について掲載します。 

 

・ヘルパンギーナ：乳幼児に多い夏かぜの一種 

(主にコクサッキーA 群ウィルスが原因)。 

突然 38～40℃位の発熱と強いのどの痛みがみられます。 

のどの奥がはれて水ほうができ、潰瘍（かいよう）になってしみ

るので、食欲が落ちます。 

こまめに水分補給し、喉ごしのよいものを与えましょう。 

水分がとれないときは病院を受診しましょう。 

 

・とびひ（伝染性膿痂疹）：虫刺されや湿しんなどで傷ついた肌を汚れた爪でひっかくと、傷口

に細菌(主に黄色ブドウ球菌)が感染して発症します。 

うみをもったような水ほうができ、強いかゆみが出ます。 

かゆいからといってひっかくと大変！ 

破れた水ほうから出た液が付いたところに、どんどん「とびひ」が広がってしまいます。

虫に刺されたときはかゆみを止める処置をして予防しましょう。 

水ほうを見つけたら、ひっかかないようにガーゼで覆い、受診しましょう。患部が乾燥し

たらうつる心配はありません。 

 

 

まりこ保健師の 

ＨＡＰＰＹ 

からだ講座 
①  

ちとせっこセンター
保健師・松野真理子 

清潔なスプレー
ボトルに無水エ
タノールを入れ
る 

エッセンシャル
オイルを入れる
（数種類混ぜる
時は計１０滴）） 

精製水を入れて
蓋を閉め左右に
軽く振り、よく混
ぜる 

ラベルに作った
日付、オイルの種
類を記入して 
貼る。 

シトロネラ×レモングラス 

柑橘系でサッパリ 

（シトロネラ） 

防虫、消臭作用 

（レモングラス） 

気分スッキリ、リフレッシュ 

ユーカリ×ペパーミント 

夏にピッタリ 

（ユーカリ） 

殺菌力が高く鼻づまりにも 

（ペパーミント） 

メンソールの代表 

ゼラニウム×ラベンダー 

   優しい香り 

（ゼラニウム） 

心身のバランスを整える 

（ラベンダー） 

殺菌作用あり、風邪予防 

・エッセンシャルオイルはアルコールなどで希釈されていない、100％天然の物を
選んでください。。直接肌に付けずに必ず希釈してから使いましょう。 
・無水エタノールはパッチテスト（ごく少量を肌の目立たない所に付けてみる）を行
って肌に合うか確かめてから使用してください。 
・虫よけスプレーは１～２ヶ月で使い切るのが目安です。少量をこまめに作って使う
と効能が落ちません。 

 

か
ぞ
く
の
時
間 
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よ
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 ☆8月 28日～9月 5日 蔵書点検のため休館  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

開館時間 午前10時から午後7時まで 

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。 

子ども向け上映会  

 

  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 
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 

  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 
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 

 

7 月 6 日（日） 
8 月 10 日（日） 
9 月 7 日（日） 

休館日  

 

特別行事  

 

 
☆7 月 21 日（月）・22 日（火） 

電気設備改修工事の為 
☆8 月 28 日（木） 
      ～9 月 5 日（金） 

蔵書点検のため 

８月１６日（土） 
絵本作家 サトシンさん

「たのしもう！ 
絵本＆おてて絵本」 

14：00～15：30 
（整理券配布） 
７月１４日（月）から 
100名（申し込み順） 
サイン会も予定しています 

「自尊心とは、ボク

っていいじゃんとい

う気持ち」（児童精神

科医・佐々木正美）

いつもそう思って貰

えるように子育てし

たいです（安藤） 

 

 

 
♪ささのは さ～らさら～♪ 
七夕が近くなると、つい口ずさみた
くなります。保育所の七夕飾りを見
ていると、日本古来の伝統行事はス
テキだな～これからも大切にした
いな～と思います。 
世間の七夕は７月、北海道は８月

と言われているので、ちょっぴり得
をした気分になるのは私だけ？ 
皆さんの願いが届きますように。 

 
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 
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 

９月１４日（日） 
ももんちゃんシリーズでおなじみ 

絵本作家  
とよたかずひこさん 

「講演会」 
14：00～15：30 

詳しくは図書館までご連絡下さい 


