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子育て推進課 要保護児童担当主査  奥山 佳子 

4 年前に初めて「うまれる」を見た時に、この映画をいつ

か千歳で上映できたら…いのちを繋ぐことを伝えたいと強く

思いました。先日「うまれる」が千歳で上映された時には願

いが叶ったこと、たくさんの方と「うまれる」を共感できた

ことに胸がいっぱいになりました。更にはこれから親になる

可能性のある若い世代に見てもらいたい、いのちを繋いでい

くことの大切さを伝えたいですね。 

第５地区民生児童委員     池谷 美寿恵 

命の重さ、大切さを改めて考えさせられました。私も父母

から授かった命のバトンを我が子へ渡しました。ただ、父母

から教わった重みのあるバトンは、上手く伝わっていないと

思うことも多く、少しでも伝えられるよう精一杯、真摯に生

きなくてはと思います。今、自分の人生を歩んでいることに

感謝しつつ、命ある全てのものを大切にしなくてはいけない 

と強く感じました。 

げんきっここどもセンター係長   相澤 珠生 

げんきっこで沢山の人との出会いの中で感じることは

『縁』。出会えたご縁を大切にすると、その思いは循環し、優

しい思いになれるということをママたちの姿から感じます。 

血縁はもちろん大事だけれど、血の繋がりだけでなく、出

会えたことに感謝し、そのご縁を大切にしていきたい。      

我が子は愛しい。他の子も同じ。人以外の多くの生命も大事。 

そして、自分を大切にすることも大事なことと感じています。 

子育てサークル「にょろにょろジョージ」代表  小林 優子 

「子は親を選んで生まれてくる」子どもを授からずに悩ん

でいた時期には、私が選ばれない理由はなんだろうと残酷に

響いたこの言葉。しかし、息子が生まれてきてくれた今はそ

の言葉と選ばれた自分を信じたい。 

 私達夫婦を選んでくれた息子にいつか「この家族を選んで

よかった」と思ってもらえるよう、精一杯の愛で包み、絶対

の味方であり続けたい。両親が私にしてくれたように…。 

 子育て総合支援センター長   梅津 美保子 

いのちの誕生は奇跡であり、人と人との出会いは偶然ではなく、

それぞれに理由がある必然的なものであると映画を通し改めて思っ

ています。そして、家族ではないけれど心がつながる人と出会える

ことは、いのちを育む支えであり大きな力になると感じています。

心を受け止めてくれる人の笑顔と温かい言葉は心を穏やかにし、そ

のまま、大切な子どもたちの心へと伝わっていきます。だからこそ

センターでの沢山の出会いに感謝し、いつのときも心をつなげる一

人でありたいと思っています。 

 

 千歳市保健福祉部長    原  文雄 

 
「ありのままのあなたでいい。」 
 

親にとって子どもとの出会いは特別です。産声をあげたそ

の時から存在そのものに価値があります。見返りを求めない

無償の「愛」、それは命に与えられた不思議な力だから。「あ

りのままのあなたでいい。」そう、あなたの価値はあなたそ

のもの。本当のしあわせは心の中にあるのです。 

 

今年度、第２回ネットワーク会議では「リレーションの大切さ」を学びました。そして、第３回では、映画『うまれる』を３

回の上映の中でたくさんの方々に観ていただきました。そこで、今回のネットワーク通信では「いのち」「うまれるということ」

「リレーション」に対する想い、感じること、伝えたいことなど、たくさんの方からいただいたご意見をご紹介したいと思いま

す。（お名前は敬称略とさせていただきました）    ※リレーション…つながり、関係 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

☆次号はちとせっこセンター利用の 
ママ作品を掲載予定です☆ 

寒くなり室内で過ごすことが多くなりましたね。お家での遊びがちょっとマンネリ…。そんな時、身近に

あるもので簡単な遊具を作って遊んでみませんか？ 

「つかむ」「つまむ」など手先を使った遊び

はお子さんの「脳」を刺激します。沢山経験

させてあげたいですね。 

げんきっこセンター利用の 
ママさんより 

～みくちゃん～ 

耳付きニット帽子と名札 
幼稚園おつかいバック 

簡単マラカス♪ 

 

しっかりビニールテープ
で留めるのがポイント★ 
中にボタンやビーズなど
を入れてね！ 

ホースの型はめ 

 

タッパーの蓋に穴を開け
約５cm に切ったホース
を入れるだけ♪集中して
指先を使うので、やみつ
きになりそう！ 

ティシュー出し放題♪ 

～ゆいちゃん～ 

耳付きニット帽 

 
ティシューの空き箱にハンカチなどの布
を入れてね！ティシューのいたずらが大
好きなお子さんにいかがでしょうか？ 

ぽぽちゃんの 

おんぶひも 

～かなこちゃん～ 

ハーフバースデー寝相アート 



＜ 1月＞

日　程 行　　事 場　　所 お問い合わせ先

19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

20日（火） ちびっこ運動会 いずみさわ児童館 いずみさわ児童館　28-6110

26日（月） ペープサートで遊ぼう 　ひので児童館 ひので児童館　24-3163

26日（月） 節分 ほくおう児童館 ほくおう児童館　42-3743

27日（火） 節分 しなの児童館 しなの児童館　22-2977

27日(火）28日
(水）29日(木) 節分 ちとせっこ児童館 ちとせっこ児童館　42-5551

28日（水） 節分 希望が丘児童館 希望が丘児童館　26-2060

29日（木） リズム体操 せいりゅう児童館 せいりゅう児童館　22-2560

30日（金） 節分 ほくよう児童館 ほくよう児童館　26-6789

＜2月＞

日　程 行　　事 場　　所 お問い合わせ先

2日（月） 節分 いずみさわ児童館 いずみさわ児童館　28-6110

16日（月） みんなのひろば ひので児童館 ひので児童館　24-3163

17日(火）
18日(水）19日(木) おひなさま ちとせっこ児童館 ちとせっこ児童館　42-5551

19日（木） ひなまつり製作 せいりゅう児童館 せいりゅう児童館　22-2560

23日（月） 歌って！作って！撮って！ひなまつり しゅくばい児童館 しゅくばい児童館　27-3126

24日（火） ひなまつり ほくよう児童館 ほくよう児童館　26-6789

25日（水） ひなまつり ほくおう児童館 ほくおう児童館　42-3743

25日（水） ひなまつり 希望が丘児童館 希望が丘児童館　26-2060

26日（木） おひなさま製作 しなの児童館 しなの児童館　22-2977

＜ 3月＞

日　程 行　　事 場　　所 お問い合わせ先

2日（月） 手形をとろう ひので児童館 ひので児童館　24-3163

3日(火）
4日（水）  5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

9日（月） お楽しみ会 しなの児童館 しなの児童館　22-2977

9日（月） 「リズムであそぼっ！」 しゅくばい児童館 しゅくばい児童館　27-3126

10日（火） お楽しみ会 せいりゅう児童館 せいりゅう児童館　22-2560

12日（木） みんなDEリズム（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

17日（火） 　みんなのひろば いずみさわ児童館 いずみさわ児童館　28-6110

20日（金） 児童館体験Dａｙ～1年生になる子集まれ!～ ほくおう児童館 ほくおう児童館　42-3743

行 事 予 定 

児童館 編 



 
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。 

＜１月＞      

日 程 行  事 場  所 お問い合わせ先 

１４日（水） おはなし会 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（土） パパクラブ 総合保健センター 健康母子係（24-0771） 

１９日（月） 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） 

１９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） 

２０日（火） Let’ｓチャレンジ！音楽・英語・体操 アリス保育園 アリスこどもセンター（24-8341） 

２０日（火） はじめてママ講座④食育・離乳食講座 アリス保育園 アリスこどもセンター（24-8341） 

２１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） 

２１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） 

２３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） 

２８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） 

３０日（金） サークル交流会 ちとせっこセンター ちとせっここどもセンター（40-1717） 

＜２月＞    

日 程 行  事 場  所 お問い合わせ先 

１２日（木） 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（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） 

１４日（土） パパの育児基礎講座 ちとせっこセンター ちとせっここどもセンター（40-1717） 

１８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） 

１８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） 

１９日（水） はじめてママ講座⑤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） 

２０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） 

２０日（金） 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） 

２５日（水） ネットワーク会議④ ちとせっこセンター ちとせっここどもセンター（40-1717） 

＜３月＞    

日 程 行  事 場  所 お問い合わせ先 

６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） 

７日（土） パパクラブ 総合保健センター 健康母子係（24-0771） 

９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） 

１２日（木） 子育て講座「反抗期攻略法」 アリス保育園 アリスこどもセンター（24-8341） 

１３日（金） 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） 

１８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） 

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） 

１８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） 

 



親子で触れ合うことで親子の絆が増します。 

手を握ったりくすぐったりといった皮膚の刺激
は感覚機能の成長を促します。 

 

同じ歌詞とリズムを繰り返すわらべうたは数多くあ
ります。この繰り返しには脳の回路を太くし、推理力、
思考力、読解力など様々な能力を伸ばす働きがありま
す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

冬に流行する病気の一つに溶連菌感染症があります。 

Ａ型β溶血性連鎖球菌（のどや鼻腔など、どこにでもいる菌）の

感染によって起こり、幼児や小学生に多い病気です。 

                2～7日の潜伏期間ののち、38～40℃位の高熱、のどの痛み、

頭痛、嘔吐などの症状がみられ、1～2日後に鮮紅色の発疹が首、

胸、わき、おなかなどにあらわれ、全身が真っ赤になります。の

どに感染して咽頭炎や扁桃炎を起こしたり、舌にイチゴのような

ブツブツがみられることも。 

 のどに痛みがある時は、食事は熱いものや酸っぱいものは避けて、刺激の少ないものを与えてあ

げましょうね。 

 治療は、溶連菌に有効な抗生物質を服用すると、2～3 日で症状はおさまってきますが、その時

点では、細菌が体内に残っていることが多く、自己判断で薬をやめてしまうと、急性腎炎やリウマ

チ熱などの後遺症が出ることがあります。医師の指示通りに最後まで薬を服用し、治った後に尿検

査をすすめられたら、きちんと受けましょう。 

 予防するためには、体力が落ちないように日頃から体調を整え、手洗いやうがいをすると良いで

すね。 

まりこ保健師の 

ＨＡＰＰＹ 

からだ講座 
③ 

ちとせっこセンター
保健師・松野真理子 

た 楽しい♪ 
 

「わらべうた遊び」という言葉。お子さんと一緒に子育てサロンや市内のこどもセンターに出かけると、

耳にする機会が多いかもしれません。わらべうた遊びにはいろいろな意味が込められています。 

 そこで、今回はわらべうた遊びの大切さをご紹介したいと思います。 

ゆったりとしたリズムで触れ合いなが
ら過ごすひと時は心が穏やかになり、情
緒が安定します。 

♪一緒に歌って楽しんでみよう！♪ 

「あんたがたどこさ」 

あんたがた どこさ 肥後さ 
肥後どこさ 熊本さ 

熊本どこさ 船場（せんば）さ 
船場山には狸がおってさ 

それを猟師が鉄砲で撃ってさ 
煮てさ 焼いてさ 食ってさ 
それを木の葉でちょっとかぶせ 

 
「あがりめ さがりめ」 
あがりめ さがりめ 

ぐるっとまわって ねこのめ 
 

「二本橋こちょこちょ」 
にほんばし こちょこちょ 

たたいてつねって 
かいだんのぼって 
こちょこちょこちょ ※参考：インターネットサイト「パピマミ」から一部抜粋 



  

  

 

 

 ☆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 

 

  
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 

１８日(水)11：00～おはなしの会 ピノキオ 
２２日(日)11：30～日曜おはなし会 しゃぼんだま 
２８日(土)11：00～くりねずみ 

  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 
２２日(日)11：30～日曜おはなし会 しゃぼんだま 
２８日(土)11：00～くりねずみ 
 

 

休館日 

 

特別行事 

 

 
１０日(土)11：00～くりねずみ 
１１日(日)11：30～日曜おはなし会 しゃぼんだま 
２１日(水)11：00～おはなしの会 ピノキオ 
２４日(土)11：00～くりねずみ 
２５日(日)11：30～日曜おはなし会 しゃぼんだま 

第１日曜日 14：00～ 

(1 月のみ第 2 日曜日) 

１月 11 日（日） 

2 月 1 日（日） 

3 月 1 日（日） 

 

2 月 15 日（日） 
図書館まつり 
合同おはなし会 

11：00～12：00 
☆詳しくはチラシをご覧ください 

12/28（日）～1/4（日） 

絵本の紹介 

 

 

 

耳から聞こえる音を、絵にした絵本
です。 
がちゃがちゃ、はこんな絵。 
どんどん、はこんな絵。 
かーん かーん。 
ちん ちん。 
りん りん。 
なるほどーとわかるような、わからな
いような・・・。 
頭をまっさらにして楽しみましょう。 

 

作・絵 元永 定正 

出版社 福音館書店 ￥８００+税 

 2015 年が明けました。皆さ
んはどのように新年を迎えられ
ましたでしょうか。 
私は毎年新年に目標を立てる

のですが、今年は「お家の中を
すっきりさせる」のが目標です。
我が家には、散らかし屋の子ど
もが二人…。「子どもは親の背中
を見て育つ」とよく言われてい
ますね。もしかしたら、子ども
が散らかす原因は私の「面倒臭
い」の口癖のせいかも？まずは
口癖を減らしてテキパキ動くこ
とが先かもしれません。 

2015 年が皆さんにとってよ
り良い一年でありますように。 

          （長友） 


