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ＴＥＬ：0123-40-1717 

 

（年４回発行）Ｈ 27．7．1発行 25 号 

子育てコンシェルジュが出来ないこと 
 
・家事（掃除、洗濯、炊事、買い物）の代行 
 
・自家用車、公用車での送迎 
 
・ご自宅での留守番 
 
・病院受診の際の付き添い 
 
・各種手続きの代行 
 

子育てコンシェルジュに出来ること 
 
・子育てについての相談各種 
・市内幼稚園、保育園、認定こども園などの
情報提供 

・子育て支援メニューの紹介 
・子育て講座、市内イベントの紹介 
・千歳市内の商業施設やその他の 
施設、近くの公園などを徒歩で 
一緒に見て回ること（家から離 
れた場所では現地集合、現地解 
散または一緒にバスで移動します） 

・ママと一緒にお子さんの沐浴、 
ママと一緒に離乳食作り、ママと 
一緒にお子さんと遊ぶこと 

 

子育てコンシェルジュとは？…「コンシェルジュ」は、フランス語で「アパートの管理人」を意味す

るものですが、現在ホテルなどに配置されている「コンシェルジュ」では、お客様のいろいろな要望に

応えたり、ご案内をするお仕事として定着しています。 

 

4 月に配置され、6 月から本格的に始動した「ちとせ子育てコンシェルジュ」は、何でも相談できる

窓口を設け、豊富な知識に基づいて、いろいろな提案をしていきます。また、千歳市に転入したばかり

で、市内のこと（買い物先、病院など）がわからずに出かけられなかったり、子育てについて不安があ

るというご家庭に出向き、サポートしていくホームスタートも合わせて行います。 

ちとせっこセンター、げんきっこセンターそれぞれに２名ずつ配置されています。 

 

どんなことでも、お気軽にお問い合わせくださいね。また、お知り合いの方にもぜひお伝えください。

「子育てを一人きりで抱え込まなくても、一緒に考えてくれる人がいる」と、心強く感じていただけた

らと思います。 

           （連絡先）ちとせっこセンター 40-1727（月～金 10：00-15：30） 

                げんきっこセンター 26-2080（月～金 10：00-15：30） 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

朝、目が覚めてお天気がいいと、どこかへお出かけしたくなりますね。車で遠くへ出かけなくても、近くにお弁当を持

って行くだけで、「特別なお出かけ」に早変わり♪ 

 休日にご家族で、平日はお子さんとママで、お弁当を持ってお出かけしませんか？ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

千歳市内には 10 か所の「地域子育てサロン」があります。（すべて無料です） 

子育てサロンとは、市内の民生委員児童委員さんが開催している楽しい遊び場のこと。 

毎月火曜日から土曜日まで、市内各地域で実施していますよ。 

ぜひお出かけしてみてくださいね。 

 

＊メリーゴーランド  千歳タウンプラザ 3F            

＊花園子育てサロン   花園町内会館                     

＊みんなであ・そ・ぼ  ひので児童館                           

＊子育てひろば     祝梅コミセン                  

＊ちびっこあつまれ  桂木町内会館・大和クラブ                  

春日東会館                          

＊ハッピーひろば    泉沢向陽台コミセン                     

＊北桜遊ひろば       ほくおう児童館         

＊清流子育てサロン   せいりゅう児童館                   

＊ばる～ん       しなの児童館               

 
＊ゆうまい子育てサロン ほくよう児童館       

                                                    

①たくあんポテサラ 
材料：たくあん 50ｇ じゃがいも 3～4 個 

牛乳 40ml 細切りチーズ 20ｇ 
作り方：①たくあんはみじん切り。じゃがいもはよく洗い芽を取
り除く。 
②じゃがいもは皮つきのまま、竹串がスッと刺さるくらいまで茹
でる。熱いうちにふきんに包みながら皮むき。 

③大きめのボウルで②のじゃがいもを木べらでつぶす。ある程度
つぶれたら、牛乳、チーズ、たくあんを加えよく混ぜる。 

「天然生活」 

「かぞくのじかん」より 

②塩麹豚と根菜焼き 

材料：豚肩ロース肉（かたまり）250ｇ 塩麹 大さじ 3 
玉ねぎ 1/2 個 ごぼう 1 本（60ｇ）れんこん 130ｇ 
にんにく 1 片 塩 小さじ 1/2  
オリーブオイル 大さじ 1 

作り方：①豚肉に塩麹をまぶし、ラップで包んで冷蔵庫で一昼夜（24

時間）おく。 
②玉ねぎは串切りにする。汚れを落としたごぼう、皮をむいたれんこ
んは大きめの乱切りにする。にんにくは包丁の腹でつぶし，芽を取る。 

③豚肉の塩麹をさっとぬぐい、大きめのひと口大に切る。 
④フライパンにオリーブオイルをひき、にんにくを入れて弱火にかけ
る。少し焦げ色がついて香りが立ってきたら、にんにくを取り出し豚 

     肉、玉ねぎ、ごぼう、れんこんを入れる。中火にして動か
さずにしばらく焼き焦げ目がついたら中弱火にして木べら
でさっと混ぜながら全体に火が通るまで炒める。 

市内各児童館でランチタイム、アリスセンター・ちとせっこセン

ター・げんきっこセンターでは、月に 1 回～数回それぞれランチデ

ーをおこなっています。日時や時間帯など変更になる場合がありま              

  すので、お出かけ前にご確認くださいね。 

③ゆかりとお揚げのおむすび 
材料：4 個分 ごはん茶碗 3杯分  
   ゆかり 小さじ 2 お揚げ 1 枚 
   白炒りごま 適量 塩 適量 
作り方：①お揚げは 5 ㎜に切る。 
②ボウルに温かいごはん、ゆかり、白ごま、①を入れ

てよく混ぜる。 
③手水に塩をつけ三角ににぎる。 

④混ぜるだけフルーツ 
材料：りんご、バナナ、キウイ、みかんなどの 
お好みのフルーツ、ヨーグルト 

作り方：①フルーツを食べやすい大きさに切る。 
②切ったフルーツをヨーグルトで和える。 

料理の基本 みんなのギモン 

・塩ひとつまみ…3 本指でつまんだ量（小さじ 1/5） 
・塩少々…2本指でつまんだ量（小さじ 1/8） 
・白髪ねぎってなに？…糸のように細く切った長ねぎ

のこと。4～5 ㎝長さの長ねぎの芯を取り除いて縦に 1
～２㎜の細さに切り、水に放してしゃきっとさせる。 
・しょうが、にんにくの 1 片はどのくらい？…それぞ

れ 10ｇ（親指の先よりひとまわり大きい） 
・きのこは洗う？…水を吸って風味が落ちるので洗わ
ない。気になるときはぬらした布巾で拭くなどする。 

・かくし包丁ってなに？…大根などおおきな輪切りの
まま煮る時に火の通りや味のしみこみをよくするため
のもの。包丁の先で端まで切らないように大根の中央

に十文字に切り目を入れる。 

第 1 土曜日（1 月を除く）  

第 1・3木曜日       

第 2 火曜日             

第 2・4水曜日            

第 2 金曜日               

（開催場所がその都度変わります）                    

第 3 火曜日 

第 3 水曜日（1 月は 29 日）     

第 4 木曜日            

第 3 金曜日             

 
5/8・6/5・7/10・9/4/10/9    
11/6・12/4・2/5/3/4 

（すべて金曜日） 

 

10：00～12：00 

10：00～12：00 

10：00～12：00 

10：00～12：00 

10：00～12：00 

 

9：30～11：30 

10：30～11：30 

10：30～11：30 

10：30～11：30 

 
10：30～11：30 

 

 



＜ 7月＞

日　程 行　　事 場　　所 お問い合わせ先

10日（金） 公園であそぼう！ ちとせっこ児童館 ちとせっこ児童館  42-5551

22日（水） すくすくの日 しゅくばい児童館 しゅくばい児童館  27-3126

＜8月＞

日　程 行　　事 場　　所 お問い合わせ先

3日（月）～
　7日（金） 水遊び週間 ちとせっこ児童館 ちとせっこ児童館  42-5551

18日（火）～
　21日（金） 水遊び週間 いずみさわ児童館 いずみさわ児童館  28-6110

19日（水） 色育（いろいく） ほくよう児童館 ほくよう児童館     26-6789

24日（月） 水であそんじゃお(*^_^*) しゅくばい児童館 しゅくばい児童館  27-3126

25日（火） リズム遊び せいりゅう児童館 せいりゅう児童館  22-2560

25日（火） みんなでリズム（ハワイの日） 希望が丘児童館 希望が丘児童館     26-2060

27日（木） 外遊び（シャボン玉） ほくおう児童館 ほくおう児童館　  42-3743

28日（金） わらべうたで音楽教育！？ しなの児童館 しなの児童館　　  22-2977

31日（月） おはなし会 ひので児童館 ひので児童館　　  24-3163

＜ 9月＞

日　程 行　　事 場　　所 お問い合わせ先

 ４日（金） 転勤してきた人、あ～つまれ♪ 希望が丘児童館 希望が丘児童館      26-2060

 ８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

 ８日（火） 子どものためのクッキーづくり 希望が丘児童館 希望が丘児童館　　26-2060

 ８日（火） プレゼントづくり（敬老の日） せいりゅう児童館 せいりゅう児童館　22-2560

14日（月） ちびっこ運動会 ひので児童館 ひので児童館　　　24-3163

14日（月） スタンプあそび しゅくばい児童館 しゅくばい児童館　27-3126

15日（火） ベビーダンス♪ ほくよう児童館 ほくよう児童館　　26-6789

16日（水） みんなであそぼう！ ちとせっこ児童館 ちとせっこ児童館　42-5551

17日（木） すくすくの日 しなの児童館 しなの児童館　　　22-2977

25日（金） アロマセラピー ほくおう児童館 ほくおう児童館　　42-3743

行 事 予 定 

児童館 編 

ちとせっこ児童館・希望が丘児童館は 
11時～12時半※主に乳幼児親子向け 

13時～14時半※主に児童向け 



 
 

＜7 月＞      

日 程 行  事 場  所 お問い合わせ先 

5 日（日） 休日開館 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（火） リフレッシュ講座（アロマ） ちとせっこセンター ちとせっここどもセンター（40-1717） 

１０日（金） 
サークル交流会と 

音楽工房コンサート 
アリス認定こども園 アリスセンター（24-8341） 

１０日（金） 公園で遊ぼう 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（土） パパクラブ 総合保健センター 健康母子係（24-0771） 

１３日（月） アリスに集合♪ランチデー アリス認定こども園 アリスセンター（24-8341） 

１３日（月） ママクラブ① 総合保健センター 健康母子係（24-0771） 

１４日（火） 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） 

１５日（水） 大きくなったよ！身体測定の日 アリス認定こども園 アリスセンター（24-8341） 

１８日（土） サタ day アリス（園開放） アリス認定こども園 アリスセンター（24-8341） 

１９日（日） 休日開館（働くママのための日曜ピラティス） げんきっこセンター げんきっここどもセンター（26-2070） 

２４日（金） 前期スクール④修了式と E絵本の日 アリス認定こども園 アリスセンター（24-8341） 

＜8 月＞    

日 程 行  事 場  所 お問い合わせ先 

２日（日） 休日開館 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（月） 水遊び週間（7 日まで） 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） 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） 

１０日（月） アリスに集合♪ランチデー アリス認定こども園 アリスセンター（24-8341） 

１6 日（日） 休日開館 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（月） ママクラブ② 総合保健センター 健康母子係（24-0771） 

２０日（木） キティキャラクターショー 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（金） 
後期スクール①開講式 

バイオリンコンサート 
アリス認定こども園 アリスセンター（24-8341） 

２２日（土） サタ day アリス（園開放） アリス認定こども園 アリスセンター（24-8341） 

２５日（火） みんな DEリズム（ハワイアンダンス） 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（水） 保健師相談日 アリス認定こども園 アリスセンター（24-8341） 

＜9 月＞    

日 程 行  事 場  所 お問い合わせ先 

４日（金） 転勤してきた人、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） 

６日（日） 休日開館 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（月） ママクラブ③ アリスセンター 健康母子係（24-0771） 

８日（火） 
子どものためのヘルシー♪ 

マクロビクッキー作り 
げんきっこセンター げんきっここどもセンター（26-2070） 

１４日（月） アリスに集合♪ランチデー アリス認定こども園 アリスセンター（24-8341） 

１６日（水） 大きくなったよ！身体測定の日 アリス認定こども園 アリスセンター（24-8341） 

１６日（水） みんなであそぼう 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（日） 休日開館 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（金） 
後期スクール② 

秋の素材の製作と反抗期攻略法 
アリス認定こども園 アリスセンター（24-8341） 

 

アリスセンター・ちとせっここどもセンター 
げんきっここどもセンター・健康推進課 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。 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                「手足口病」ってどんな病気？ 

今回は、夏かぜの一種である「手足口病」についてのお話です。 

原因となるウィルスは、感染している人の咳やくしゃみ、水疱（水

ぶくれ）のほかに、2～3週間ほど便にも含まれているので感染に

気をつけましょう。とても感染力の強いウィルスのため、繰り返

しかかることがあります。 

かかりやすい年齢は生後 6か月頃～5歳頃ですが、大人もかかる

ことがあります。 

症状は、その名の通り、手・足・口の中などに水疱ができて、手や足の水疱は痛みやかゆみが少なく、

破れずに１週間ほどでしぼんで消えます。 

しかし、口の中の水疱は破れて強い痛みが出るので、つばを飲むのもつらいほどです。そのため、機

嫌が悪くなり、食欲も落ちます。食事は刺激物を避け、のどごしの良いものにして、水分補給を十分に

行いましょう。 

熱は出ないことが多く、もし発熱しても 37～38℃前後で、1～2日ほどで下がります。 

ほとんどの場合は、安静にしていると 1週間ほどで自然に治りますが、まれに脳炎などの合併症を起

こすこともあるので、高熱やけいれん、嘔吐などの症状がみられたら、すぐに受診しましょう。 

予防としては、普段から手洗いやうがい（うがいができない赤ちゃんは時々水分を飲むことでも良い

です）をすること、そして体調を整えておくことですね。 

元気で楽しい夏をお過ごしください。 

 

まりこ保健師の 

ＨＡＰＰＹ 
からだ講座 

⑤ 
ちとせっこセンター 
保健師・松野真理子 

 平成２７年度第１回目の「ちとせ子育て支援ネットワーク会議」が５月２２日（金）に行われ

ました。 

 新年度ということで、各関係機関より新しい事業についての説明があったほか、千歳市への定

住促進について担当課より報告がありました。千歳市が住みやすいと思って定住してくれる方が

増えたら、それはとても嬉しい事ですね。 今回は過去最高の参加人数となりました。これから

も皆さんと一緒に、より子育てに優しい千歳市を目指していきたいと思います。 

 

参加人数６３名・参加団体４２団体 
御参加ありがとうございました。 



  

  

 

 

 ☆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 

 

     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 
 
 

 

特別行事 

 

 
 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 
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 

  
7月 5日（日）14：00～ 
9月 13日（日）14：00～ 

 

8 月 9 日（日） 
「かげ」をつくろう（ワークショップ） 

14：00～16：00 
整理券配布は 7 月１3 日（月）から２０名（申込順） 

幼児から小学生までが対象です。 

保護者の方とご参加ください。 

詳細は図書館までお問い合わせください。 

絵本の紹介 

 

 

  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 しゃぼんだま 

 

アンドリュー・ダッド/文 エマ・クエイ/絵 落合恵子/訳 

「おやすみ、ぼく」 
今日も１日頑張った自

分の身体に話しかけなが

ら、ゆっくりと眠りに誘っ

てくれます。１ぺージめく

るたびに、不思議と瞼が重

くなっていくかも…「まだ

眠くないもん」なんて言っ

ちゃうお子さんにぜひ読

んであげてくださいね。 

ママも一緒にいい夢を。 

休館日：8/28～9/5 まで蔵書点検のため休館 

 

 

      この年齢になって思うこと。 

子どもの頃、たくさん昼寝しておけばよかった。 

    学生時代、しっかり勉強しておけばよかった。 

もっと我が子の「いやいや期」を楽しんでおけばよかった。 

でも、現在だからそう思うのであって、 

当時は逃れたくて仕方なかったものばかり。 

いつかはそうじゃなくなる日が来ると、心の底からわかってい

たなら…もっとじっくり毎日を過ごせたかもしれないなぁ。 

 せめて、２度と戻ってこない「今日」という日からを 

大切に大切に生きていきたい。 

  もし、昔の自分に出逢えたら、皆さんは 

     なんて声をかけますか？（安） 


