
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（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 

  「ちとせっここどもセンター係」 
ＴＥＬ：0123-40-1717 

 

（年４回発行）Ｈ 26．10．1 発行 22 号 

８月２７日（水）、今年度第２回目の子育て支援ネットワーク会議が開催されました。今回はいろいろな施設か

らの情報提供があり「タイムリーでよかった！」との感想が多数寄せられましたよ。 

 

 メインとなった講座「命のリレーションの大切さ」（La nature 母乳相談室代表 小沼美幸氏）では、小沼先

生の生い立ちのお話から、なぜ助産師を目指されたのか、母乳（おっぱい）に関わる仕事にこだわった理由、命の

期限がある患者さん（国立がんセンター勤務時代）との出逢いと別れ、命が誕生するまでの７つの関門、ご自身の

経験から、血縁だけではなく地域であたたかい気持ちでつながっている広い意味での「家族」があることなど、い

ろいろなお話しを聞かせてくださいました。その中で… 

・「皆が『私を見て』と思っている。人に関心を持ってみる気持ちが大切。 

兄弟の中でも『自分を見て』欲しい。それは大人も子どもも同じ。」 

・「生まれてきたということは死に向かっていること。宿命は変えられないが運命は変えられる。」 

・「『いってきます』と出かけて『ただいま』と帰ってくるのが当たり前ではない。だからこそ、 

いま伝えられることは後回しにせず、伝えて欲しい」など、改めて、いまを生きる私たちに置き換えて考えら

れること、目を背けたり逃げたりせずに直視しないといけないと感じられることがたくさんありました。 

  

「皆の手がかかり、思いがあって『生まれてきてくれてありがとう』になる。いま生きていることがありがたいと

いう思い、そしてそのことを次の命に伝えることが大切。」 

 リレーションを大切に考えられている小沼先生の思いがひしひしと伝わる、あたたかく、そしてあっという間の

講座でした。 

 

その後、グループごとに情報交換・意見交換をしました。 

参加された方からは「生きているのは当たり前ではないのだ 

ということを、人と向き合う時に忘れないようにしたい。 

ここまで生きてきたのはいろいろな人のおかげ。 

身近な人にはなかなか難しいが、感謝する気持ちを伝えていきたい。」 

という思いが寄せられました。 

 

次回は映画「うまれる」の上映となります。 

11/14（金）18：30～福祉センター402 号室（150 名限定・無料） 

 千歳市民の方でしたら、どなたでもご覧になれますが、お申し込みが必要です。 

詳しくは、広報１０月号をご覧ください。 

第２回ネットワーク会議 

参加団体 45 団体 
参加人数 64 名 

映画「うまれる」とは？ 

 映画「うまれる」は、「子供は親を選んで生まれてくる」という胎内記憶をモチーフに、命を見つめる４組の夫

婦の物語を通して【自分たちが生まれてきた意味や家族の絆、命の大切さ、人との繋がりを考える、ドキュメン

タリー映画】です。妊娠・出産・育児、流産・死産、不妊、障害など『うまれる』ということを幅広く捉える事

で、親子関係やパートナーシップ、男性の役割、そして『生きる』という事を考える・感じる内容になっており

ます。～「うまれる」HP より～ 

 

小沼先生のお話しの中で紹介された、 
サンテグジュペリの「星の王子様」 
★★★★★★★★★★★★★★★★ 

「昔、一度は子どもだったのだから。
しかしそのことを忘れずにいる大人
はいくらもいない。」 

 
「心で見なくちゃ物事はよく見えな
いってことさ。肝心なことは目に見え

ないんだよ。」 
★★★★★★★★★★★★★★★★ 
心に残る言葉がたくさんたくさん 

散りばめられています。 

 

 



やさしいヨガ 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【風邪】 しょうがのくず湯 
① 熱湯でくず粉を溶いてくず湯を作

る。 
② ショウガの絞り汁を入れ、蜂蜜か砂

糖で甘みをつけて完成。 
※熱いうちに飲んですぐ寝ましょう。 
甘いのでお子さんにもお勧めです！ 

子育て中のママは大忙し！ちょっと調子が悪いな･･･と思っても病院に行く機会を逃してしまったりする

こともありますよね。そんなときに、冷蔵庫にあるもので早めに予防対策ができると GOOD！ 

 是非参考にしてみてくださいね♪ 

【咳が出るとき】 はちみつ大根 
① 大根の皮をむいて薄くスライスをす

る。 
② スライス大根に蜂蜜をかけて一晩寝

かせる。 
③ 上澄み液を飲みましょう。 

毎回ご好評いただいている緒方歩実 

先生のやさしいヨガ講座です。 

 ご家庭でも是非行ってみてください。 

と思った時の簡単レシピ

♪ 

【風邪のひきはじめ】 ねぎみそ 
① 細かくネギを刻み、鰹節、味噌をお椀に入

れて熱湯を注いで完成。 
※ネギには発汗を促す作用があって風邪に効
くことはよく知られています。あつあつをど
うぞ！ 

【風邪のひきはじめ】 玉ねぎみそ 
① 玉ねぎを 1／4個おろす。 
② 味噌大さじ 1杯を丸めて焼く。 
③ おろし玉ねぎと焼き味噌に熱湯を注

いで完成。 
※床に入る前に飲むと効果的。身体がポ
カポカ温まりますよ。 

【発熱】 りんごを食べよう！ 

※リンゴに含まれているカリウム

が体を冷やし、リンゴ酸・有機酸

には解熱・消炎作用があります。 

【お腹がゆるい時】 すりおろしリンゴ 
① りんごをすって食べましょう。 
※昔から、下痢にリンゴ、便秘にみかん
と言われています。 

【発熱】 みかんの黒焼き 
① みかんに塩を付けて手でこすり熱湯

をかけて皮の農薬を落とす。 
② みかんをアルミ箔で包みトースター

へ。あつあつのうちにどうぞ。 

【風邪のひきはじめ】 干し柿の浸し湯 
① 干し柿を 1個、湯呑み茶碗に入れる。 
② 熱いお茶を注いで飲む。 
※干し柿の白い粉は、漢方では、風邪薬に使わ
れています。1日に 2～3回ほど食べると効
果があります。 

コブラのポーズ 

寒くなってくると、どうしても体をちぢめ、肩も
上がり気味になります。 

そんな時こそ体の前面を伸ばし胸を大きく広
げましょう。肩は左右に広げリラックスします。深い
呼吸もしやすくなりますよ。 

効能  
肩こりの解消 
背骨をしなやかに、歪み改善 
 

終わったら、腰と背中を伸ばしましょう。 

※注意！ 
腰痛のある方
は無理せず、
肘を曲げた
高さまでにし
ましょう。 

 



＜ 10月＞

日　程日　程日　程日　程 行　　事行　　事行　　事行　　事 場　　所場　　所場　　所場　　所 お問い合わせ先お問い合わせ先お問い合わせ先お問い合わせ先

  3日（金） パンダがいっぱい工作 せいりゅう児童館 せいりゅう児童館22-2560

18日（土） ９館合同児童館まつり 福祉センター 児童館係22-7888

＜11月＞

日　程日　程日　程日　程 行　　事行　　事行　　事行　　事 場　　所場　　所場　　所場　　所 お問い合わせ先お問い合わせ先お問い合わせ先お問い合わせ先

  6日（木） みんなの広場「リズムあそび」 しなの児童館 しなの児童館22-2977

10日（月） 人形劇団「ピッコロ」 ほくよう児童館 ほくよう児童館26-6789

14日（金） ちびっこ運動会 ほくおう児童館 ほくおう児童館42-3743

17日（月） 親子で体操 ひので児童館 ひので児童館　24-3163

17日（月） 人形劇団「ピッコロ」 希望が丘児童館 希望が丘児童館26-2060

19日（水） みんなの広場 せいりゅう児童館 せいりゅう児童館22-2560

25日（火） 親子行事「おかいものごっこ」 しゅくばい児童館 しゅくばい児童館27-3126

25日(火）

～27日（木）

クリスマス製作 ちとせっこ児童館 ちとせっこ児童館42-5551

＜ 12月＞

日　程日　程日　程日　程 行　　事行　　事行　　事行　　事 場　　所場　　所場　　所場　　所 お問い合わせ先お問い合わせ先お問い合わせ先お問い合わせ先

  1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

  6日（土）

親子・児童合同行事

　　　「素敵なマジックを観よう！」

しゅくばい児童館 しゅくばい児童館27-3126

  8日（月） クリスマス会 各児童館

ひので児童館　24－3163

しなの児童館　22-2977

ほくおう児童館　42-3743

しゅくばい児童館27-3126

せいりゅう児童館22-2560

いずみさわ児童館28－6110

ほくよう児童館26-6789

15日（月） ちとせっこセンター・児童館合同クリスマス会 ちとせっこ児童館 ちとせっこ児童館42-5551

16日（火） げんきっこセンター・児童館合同クリスマス会 希望が丘児童館 希望が丘児童館26-2060

行 事 予 定

市内 児童館 編

今年度は、事前の

申し込みとします

（電話もしくは

来館にて）

※定員～概ね親子

５０組程

10101010月月月月18181818日（土）日（土）日（土）日（土）11111111時時時時からからからから14141414時時時時30303030分分分分

★いろいろなアトラクションを体験できます！

制作 変身！ 占い 肝試し ゲーム

人形劇 実験コーナー・・・など

★北斗中リコーダー部、小娘、一輪車、和太鼓などのステージ発表

もあります！

★親子の発表「パンダがいっぱい」の参加者募集！

★焼きそば、各種パン、プリン、シュークリームなどの

屋台コーナーもあるよ！



 
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。 

＜10 月＞      

日 程 行  事 場  所 お問い合わせ先 

２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） 

３日（金） 転勤者あ～つまれ げんきっこセンター げんきっここどもセンター（26-2070） 

７日（火） 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） 

８日（水） 焼いも会 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（木） ランチデー 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（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） 

１６日（木） 
はじめてママ講座① 

子どもの発育・発達ミニ講座 
アリス保育園 アリスこどもセンター（24-8341） 

２１日（火） 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） 

２２日（水） アリスに集合♪ランチデー アリス保育園 アリスこどもセンター（24-8341） 

２２日（水） 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） 

２３日（木） 子育て講座 

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（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 月＞    

日 程 行  事 場  所 お問い合わせ先 

５日（水） ベビーダンス ちとせっこセンター ちとせっここどもセンター（40-1717） 

７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） 

 ７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） 

 ８日（土） パパクラブ ※総合保健センター 健康母子係（24-0771） 

１０日（月） 映画「うまれる」上映会① 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（水） 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） 

１４日（金） 映画「うまれる」上映会② ※総合福祉センター ちとせっここどもセンター（40-1717） 

１７日（月） アリスに集合♪ランチデー アリス保育園 アリスこどもセンター（24-8341） 

１７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） 

２７日（木） 
はじめてママ講座② 
離乳食・食育ミニ講座 

アリス保育園 アリスこどもセンター（24-8341） 

２８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） 

＜12 月＞    

日 程 行  事 場  所 お問い合わせ先 

１日（月） 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） 

１日（月） 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） 

１２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） 

１５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） 

１６日（火） 親子で楽しもう！メリークリスマス♪ 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） アリスに集合♪ランチデー アリス保育園 アリスこどもセンター（24-8341） 

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） 

１８日（木） 
はじめてママ講座③ 

ハッピークリスマス！手作りおもちゃ 
アリス保育園 アリスこどもセンター（24-8341） 

１８日（木） もちつき ちとせっこセンター ちとせっここどもセンター（40-1717） 

２６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） 

                   ※総合保健センターと総合福祉センターは同じ建物です 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

『今日』 

           ハリール・ジブラーン 

今日、わたしはお皿を洗わなかった 
ベットはぐちゃぐちゃ 
浸けといたおむつは   
だんだんくさくなってきた 
きのうこぼした食べかすが 
床の上からわたしを見ている 
窓ガラスは汚れすぎてアートみたい 
雨が降るまでこのままだとおもう 
 
人に見られたら 
なんていわれるか 
ひどいねぇとか、だらしないとか 
今日一日、何をしてたの？とか 
 
わたしは、この子が眠るまで、おっぱいをやっていた 
わたしは、この子が泣きやむまで、ずっとだっこしていた 
わたしは、この子とかくれんぼした 
わたしは、この子のためにおもちゃを鳴らした、それはきゅうと鳴った 
わたしは、この子に、していいこととわるいことを、教えた 

           過ごしやすい秋になりましたね。 

秋はおいしい食べ物がたくさんあり、運動するにも良い

季節です。 

感染症を防ぐ上でも、体力をつけておきましょう。 

今回は、冬に多くみられるインフルエンザのお話しで

す。 

 

インフルエンザ：１１～２月頃に流行することが多い

ですが、最近は、春先や夏に流行することもあります。 

インフルエンザにかかっている人のくしゃみや咳のウィルスを直接吸い込んだり、飛

び散った唾液が蒸発して空気中に漂い、そのウィルスを吸い込むことで感染します。 

症状は、突然の 38～40℃位の高熱、筋肉痛や関節痛、のどの痛み、頭痛、咳、鼻

水などで、肺炎や気管支炎などの合併症を起こすこともあります。 

治療は、安静にして睡眠・栄養・水分を十分にとることと、頭痛や咳などの症状を和

らげるお薬や抗インフルエンザ薬が病院で処方される場合もあります。 

小さなお子さんやお年寄りは重症化しやすいので、早めの治療が大切です。 

予防としては、流行シーズン前（遅くとも年内）に予防接種を受ける、 

流行の時期は人ごみを避ける、外出時にはマスクをし、外出後は手洗い、うがいをす

るなどの方法があります。 

また、体力が低下しているとウィルスに感染しやすくなるので、日頃から睡眠を十分

とり、バランスの良い食事を心がけましょうね。 

まりこ保健師の 
ＨＡＰＰＹ 

からだ講座 

② 
ちとせっこセンター
保健師・松野真理子 

ほんとにいったい一日何をしていたのかな 
たいしたことはしなかったね、たぶんそれはほんと 
でもこう考えれば、いいんじゃない？ 
 
今日一日、わたしは 
澄んだ目をした、髪のふわふわな、この子のために 
すごく大切なことをしていたんだって 
 
そしてもし、そっちのほうがほんとなら 
わたしはちゃーんとやったわけだ 
 
            訳：伊藤比呂美 

～詩を読んで一息つきませんか～ 



  

  

 

 

 ☆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  

 

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 

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  
 
 
 

              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～ おはなし会 ピノキオ 
            ２０日（土）14：00～ おはなしぐるんぱ クリスマス会 
            ２１日（日）11：00～ E絵本くらぶ 
            ２７日（土）11：00～ くりねずみ 
        

年末年始 

１２月２８日（日）～１月４日（日） 

休館日  

 

特別行事  

 

第１日曜日 14：00～ 

１０月５日（日） 

１１月２日（日） 

１２月７日（日） 

 

  １２月２３日（火） 

冬休み読書推進事業 

「むかしの遊びを体験しよう！」 

  13：00～14：30 

「人形劇」  14：30～ 

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 
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 

絵本の紹介 

 

 

あかちゃんがぬいぐるみの

動物たちと一緒にスープを

のみはじめ、うさぎがこぼ

し、くまがこぼし……。楽し

い表情があかちゃんの心を

とらえる絵本です。 

作・絵  林 明子 

出版社  福音館書店 

  ￥７００＋税 

～最良の母親とは 
まあまあの母親である～ 

 
―児童精神科医  

ドナルド・ウィニコット― 
 

「完璧な母親になろうとなどと思
わずに、適当に手抜きをし適当に自
分の楽しみにも時間を使って、失敗
も多いが落第点もとらないぐらい
ののんきな母親が子どもにとって
は理想的な母親なんです。」 
 
 今回このネットワーク通信を作成
するにあたって、子育て中の親を 
元気付ける言葉を検索していたら 
こんな言葉に出会いました。私も子
育て真っ最中！明日も頑張ろう！ 
そう思えました。   （長友） 


