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① 毎月第２・４木曜日 

② 主にしなの児童館 

③ 公園あそび・いちご狩りやイモ掘り・クリスマス会 

お別れ会など児童館外でのイベントもあり。 

④ アットホームなサークルを目指しています。 
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① 月７～８回程度 １０時～１２時 

② 祝梅コミュニティーセンター他 

③ ミニバレー・バトミントン他      

④ 興味がある方は一度見に来てくださいね。 

 

 

 

  

① 不定期 

② アリスこどもセンター 

③ 自由遊び 

④ インターネットを通じて仲 

 間作りをしてきました。興味のある方は是非♪ 

 

① 夏場 月 4回・冬場 月 2 回 

② 向陽台周辺の公園・児童館など 

③ 工場見学・バス遠足など 

④ 自由な雰囲気のサークルです。 

興味がある方は連絡ください。 

 

 

① 月１～２回（火か木） 

② アリスこどもセンター 

③ 自由遊び 

④ 自由遊びが主なので、気軽に遊びに来てくださ
いね。 

⑤ あそびに 

 
 

① 毎週木曜日 10時～12時 

② 北新コミュニティセンター他 

③ お誕生会・ミニ運動会・いちご狩り 

クリスマス会他 

④ いつでも見学にいらしてくださいね 

２０１０年の新しい年が幕をあけました。 

今年もみなさまにとって、沢山幸せなことがありま

すように！ 

さて、ネットワーク通信では、今年も楽しい情報

を沢山掲載していきたいと思っていますので、どう

ぞよろしくお願いいたします。 

 

① いつ？       ③どんな活動？ 

② どこで？      ④ひとこと 

今回は市内でサークル活動をしているグループ

を紹介します。今回掲載した他にも、市内で活

動しているサークルさんがいると思いますの

で、是非ご連絡くださいね。 

また、紹介されているサークルの連絡先を知り

たい方は、こちらにお問い合わせください。 

 ちとせっこセンター ４０－１７１７ 

 

 

 

皆さんとても和やかな雰囲気でした。途中入会でもＯＫとのことなの

で、是非どこかのサークルに入り、仲間作りをしてみてはいかがでし

ょう♪育児の大変さや楽しさ、そして子どもたちの成長をみんなで喜

び、そして共感できることって、とても素敵なことだと思いません

か？ 

 



「いないいないばあ」 

松谷 みよ子   文  

瀬川康男 画 ＜童心社＞ 

赤ちゃんが大好き“いないいないばあ”あ

そび。赤ちゃんと向かい合って、一緒に

“いないいないばあ”。手をよけたらにっ

こり笑顔♪ 

おはなし会 
１月 ９日（土）くりねずみ 
  １０日（日）日曜おはなし会 

しゃぼん玉 
  １６日（土）おはなしぐるんぱ 
  １７日（日）Ｅ絵本くらぶ 

 ２０日（土）おはなしぐるんぱ 
 ２１日（日）Ｅ絵本くらぶ 
 ２７日（土）くりねずみ 
 ２８日（日）日曜おはなし会 

しゃぼんだま 

その他 

★こども向け上映会 
１月１７日（日）・３月７日（日） 
  １４：００～ 
★特別行事 
１月１１日（月・祝） 
10：00～11：30 伝承あそび 
14：30～15：30 人形劇 
   「おおかみなんて大すき」など 
 

「ぐりとぐら」 

 中川 季枝 ・ 

   

森で大きなたまごを見つけた野ねずみの

ぐりとぐら。２ひきはカステラを作ることに

しますが・・・。できあがったカステラのお

いしいこと！ 

   

 

 

  

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

  

 

   

         

  

  

  ３月  ６日（土）おはなしぐるんぱ 

１３日（土）くりねずみ 
１４日（日）日曜おはなし会 

しゃぼんだま 
１７日（水）おはなしの会 

           ピノキオ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

子どもは可愛いけれど、家庭の中だけでの育

児に、煮詰まることはありませんか？ママに

も赤ちゃんにも仲間が必要。「でもどうしたら

仲間が作れるの？」と考えている方、サーク

ルの立ち上げ方法を紹介します。 

※１月１８日から２月末ま

で、図書館で暖房工事が入

るため、お話し会・行事等

はお休みです 

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

 

 
 

メンバーの募り方 

口コミで声をかけても限界があります。会員を

募集するには、公募が一番。公共の施設にもポ

スターの掲示をしてもらいましょう。ポスター

の作り方についてはご相談ください♪ 

相談窓口 

立ち上げる際に決めなければいけないこと、ポスターの

作り方など一緒に考えていきましょう。サークル立ち上

げの際にはご相談ください。 

●アリスこどもセンター ４２―８３４１ 

●ちとせっここどもセンター ４０－１７１７ 

 

活動の目的、内容を明確に 

親子で友達がほしい人、同じ悩みを持つ他の

母親と話をしたい人と、目的が人により少し

違うことがあります。始める前に確認しておい

た方がいいかもしれませんね。 

活動内容について 

自由遊び形式、テーマによる活動、両方の楽し

さがあります。当番制にしたりみんなで相談し

たりと、いろいろな方法を考えてみましょう。 

活動場所の設定 

決まった場所と日時に活動するのが長続きするコツ。活

動場所はアリスこどもセンター、ちとせっここどもセンタ

ー、児童館、コミュニティセンターセンターなどが利用で

きます。集まりやすくて、安心して使えるところが一番

ですよ！ 

 

大村 百合子 作 ＜福音館書店＞ 

 



 

 

 

 

＜材料＞（１人分） 

 さつま芋   ６０ｇ 

 りんご    ３０ｇ 

 バター    １０ｇ 

 砂糖     小さじ２ 

     

① さつま芋は皮つきのまま、１ｃｍのいちょう

切りにし、りんごは皮をむいてさつま芋と同

じ大きさに切る。 

② 鍋に①と砂糖、バターを入れ水をひたひたく

らいに注ぎ煮汁がなくなるまで中火で煮る。 
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むし歯菌は誰もが口の中に持っている常在菌で、糖分が大好きです。甘い砂糖だけではありません。 

パンやごはん、多くの食べ物は口の中で糖質に分解されます。歯にくっついた食べかすを見つけると、

むし歯は喜んで活動します。このむし歯菌が吐き出す酸が歯を溶かしてしまうのです。ダラダラと１日

中お口の中に食べ物が入っている状態ですと、すぐにむし歯になりやすいことがわかっています。 

 むし歯は歯が溶けるお口の中の病気です。甘いお菓子の制限はもちろん大切ですがしっかり『歯垢』

を落とせる歯みがきの方法や、お子さんへの口移しをやめ、おはしやコップを共有しない、おやつの時

間の見直しなど、まずお気づきになったことから実行してみてはいかがでしょう。 

 

 

 

 

「早く起きて」「かたづけなさい」「ちゃんと座って

ご飯を食べなさい」一日の生活の中でこのような言

葉かけを子どもにしているお母さんは沢山いるこ

とでしょう。始めから全部できることを期待せず、

段階を踏んで、その子ができることから始めてみて

はどうでしょう。大きめのボタンの真ん中だけ留め

たり、かわいい箱を 2 個用意してお母さんとお片付

け競争をしたり、自分でちょっとがんばればできる

ことを与えてあげて、やる気をのばしてあげましょ

う。もしできなくてもそれでよし。なんでも手伝っ

て失敗させないでいると、挫折しても立ち直りにく

い人間になってしまいます。うまくいかないことが

あることも人間を成長させます。 

 

 

 

★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♪ 

いろいろな太さのホースで、大小さまざまなリ

ングを作ってみましょう。透明なホースの場合

には、１００円均一で売っているビーズハンガ

ーの大きなビーズを入れるととてもきれいで

動きのあるリングができあがりますよ。 

車のハンドルに見立てたり、くぐってみたり、

ジャンプをしたり、豊かにイメージを膨らませ

ながら遊びを展開させることができる遊具で

す。あえてパパにも手伝ってもらうとよいかも

しれませんね。「パパって上手～～♪」と沢山

褒めてあげましょう。その後のパパの育児参加

が期待できるかも（笑）色々な遊び方で楽しん

でみてくださいね。 

別の短いホースを縦に切り

込み、細く巻きなおしたもの

を差し込んで軸にし、ビニー

ルテープを巻きましょう 



             

   行 事 予 定 

 

＜１月＞ 

日 程 行 事 場 所 お問い合わせ先 

 １５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） 

１８日（月） 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） 

２０日（水） １０代からの子育て応援セミナー 文化センター 教育委員会生涯学習課（24-0848） 

２２日（金） スポーツチャンバラ アリス保育園 アリスこどもセンター（24-8341） 

２３日（土） 体験パパクラブ 総合保健センター 健康母子係（24-0771） 

＜２月＞ 

＜３月＞ 

日 程 行 事 場 所 お問い合わせ先 

１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） 

１０日（水） １０代からの子育て応援セミナー 福祉センター 教育委員会生涯学習課（24-0848） 

１３日（土） 体験パパクラブ 総合保健センター 健康母子係（24-0771） 

１５日（月） 母親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） 

１６日（火） 離乳食の進め方 アリス保育園 アリスこどもセンター（24-8341） 

２９日（月） マタニティビクス ちとせっこセンター ちとせっここどもセンター（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・・・・1/12 

    ★毎週水曜日・・・千歳青葉幼稚園☆末広保育所           ★千歳第２幼稚園・・・・1/26 

    ★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   

    

  

 

日 程 行 事 場 所 お問い合わせ先 

１日（月） トイレトレーニングで悩まないコツ！ 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（日） 男性のための子育て講座 文化センター 教育委員会生涯学習課（24-0848） 

８日（月） 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） 

１０日（水） 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） 

１０日（水） キッズひろば 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） 産後ママストレッチ ちとせっこセンター ちとせっここどもセンター（40-1717） 

１９日（金） 反抗期でもにこにこママ アリス保育園 アリスこどもセンター（24-8341） 

２０日（土） 「子どもの将来になにができるか」 文化センター 教育委員会生涯学習課（24-0848） 

２４日（水） もしもの時の救急救命 ちとせっこセンター ちとせっここどもセンター（40-1717） 

 

 

 

 

行 事 予 定 

今回のネットワーク通信の記事作りの関係で、いろいろなサークルさんの活動に参加さ

せていただくことができました。 

みんなでミニ運動会をしたり、幼稚園のお弁当の試食をしたり、自由に遊ばせながらお

母さん達もおしゃべりを楽しんだりと、どのサークルさんも和気あいあいと、とても仲良

く活動されている様子が感じられました。 

みなさん、気持ちよく取材に応じてくださり、ありがとうございました。（Ｔ．Ｍ） 


