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第５号（年４回発行） 
Ｈ２２．７．１発行 
（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 

「こどもセンター係」 
ＴＥＬ：０１２３－４０－１７１７

北海道にも夏がやってきました！ 

「夏に行ってみたいところベスト５」に入るほどの

この北海道の夏を満喫しなくちゃ、損損＾＾ 

この千歳には、とてもよい公園が沢山あるので、是

非行ってみてくださいね。夏が終わって秋になって

も、楽しく遊べる公園をご紹介しちゃいます♪♪ 

     自然がいっぱい！ 
できるだけ、自然の中で遊ばせた
いですよね。大きく息を吸って、
大人もリフレッシュ♪ 

      清潔！ 
小さな子どもを連れていくとこ
ろは、清潔面も気になりますね。

      芝生がある！ 
小さな子どもにとって芝生があ
るととても便利。お弁当を持って
行ってもいいですね＾＾ｂ 

トイレがある！ 
 これは大人にも大事＾＾； 
紹介した公園には、わりと大きな
トイレが整備されています。 

向陽台のキッコーマンを通

り越し直進して進むと、左

側に見えてきます。大きな

船が目印ですよ。高い所に

ある展望台までのぼってい

くのも楽しいですし、広い

芝生で遊ぶのも心地よいで

す。すぐ隣にドッグランが

あるので、ワンちゃんを見

るのも楽しいですよ♪ ちょっとわかりずらいところにあ

りますが、行ってみるととても素敵

な公園です。遊具が充実している

上、バーベキューをするスペースも

あるので、一日過ごすこともできそ

うですね。管理人さんもいるので、

安心して過ごせるのも人気なのか

もしれません。 
スポーツセンターの横の坂を登

っていくと駐車場があります。

大小それぞれのアスレチックが

あり、目の前には広い芝生が。。

遊んだ後は自然の中を探索して

も楽しいですね。いろいろな虫

を発見できるかも。 

師団通りから一本奥に入っ

たところにある公園です。

アスレチックのほか、パー

クゴルフもできるので、お

じいちゃん達と一緒に遊び

に行ってもいいですね。 

（泉沢 1007-141） 

（根志越 212） 

（真町 青葉公園内 ） 

（青葉丘 2364） 



 

 

 

 

 

    
 
 
  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

 

支笏湖に向かう道路を走って行くと、左手にあります。

「名水」と名がついている通り、公園の中を流れている

川がとてもきれい。川の中の桟橋を歩いていると、まる

で川の中にいるみたいな気持ちになりますよ。川は浅い

ので中に入ることもできますよ。夏の暑い日はとても気

持ちがいいことでしょう＾＾ 

向陽台の工場へ向かう道路を左折す

るとすぐに看板が見えます。車を止め

てから川沿いを歩くこと約20分。ア

スレチックが見えてきます。浅い川が

流れているので、触ることもできます

よ。ここには、キャンプ場があるので、

バーベキューを楽しむのもGOOD！

北部隊正門の前を通り過ぎて、しばらく行く

と、左手に大きな公園が見えてきます。長い

ローラー滑り台が目に入ることでしょう。小

さな子ども向けの遊具もありますよ。夏は水

が流れているので、とても気持ち良く遊べる

ことでしょう。パークゴルフもある広い公園

です。

さけのふるさと館では、水族館

のようにいろいろな魚をそば

で見ることができ、とても楽し

いです。裏には小川も流れてい

て、気持ちがいいですよ。公園

には遊具もあり、一日遊べま

す。 青葉公園内にあり、噴水が見られま

す。様々に変化する噴水を見ている

としばし時間が止まってしまうか

も。子ども達はきっと、目をまん丸

くすることでしょうね。水路には水

が浅く流れています。手ですくうと

気持ちがいいかもしれませんよ。 

（蘭越） 

（泉沢 1007-412）

（桜木 3丁目９８３）

（花園2丁目） 

（真町 青葉公園内）

あそびに 

いこう！

自然が 

いっぱい 



 

＜材料＞（２人分） 

  白玉粉 60ｇ  キウイフルーツ  少量 

  カルピス 40ｇ  ミカン缶    ４粒 

  水  適量 

① ボウルに白玉粉、カルピスを入れよくこねる。水を少し 

ずつ足し、耳たぶの硬さになるくらいまでねる。 

② 沸騰した湯に①の白玉を団子状に丸め、中をくぼませ茹 

でる。浮き上がってきたら、すくい取り水を張ったボウ 

ルに放つ。 

③ 器に盛りスライスしたキウイ、ミカン缶を飾る。・ 

 

 

＜材料＞（2人分） 

 ほうれん草 8０ｇ  人参 2０ｇ 

 カッテージチーズ 4０ｇ  焼き海苔 1枚 

 しょうゆ 4ｇ   塩 少々 

① ほうれん草は熱湯で茹で水気をしぼりざく切りにする。に
んじんはみじん切りにし、熱湯でさっと茹で、水気を切る。

② ①とカッテージチーズ、塩、しょうゆを加えて混ぜ合わせ、
適当な大きさに切った焼き海苔で巻く。 

 

 

 

今回で9回目となるサークル交流会。現在活動中の15団体中、10団体の

親子4５名が情報交換や親子遊びやわらべ歌等を楽しみました。 

情報交換会では、「勉強会を開催しています」「工場見学やピクニック等に出

かけています」等それぞれの活動状況を発表した後、おすすめの活動場所や運

営上の悩みなど活発に意見交換をしました。また、別室ではメンバーで託児を

行い、話し合いに参加したリーダーさん達を、しっかりサポートしていました。 

「他のサークルの話を聞いて、刺激を受けました」「色々な情報を得ること

が出来たので、役立てます。」と参加者は、みなさん笑顔を見せていました。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

歯みがきは、むし歯のあるプラークや糖分を落とすだけではなく、歯

の質を強くする役目もあります。歯のいちばん外側の層を『エナメル質』

とよびますが、乳歯でも永久歯でもはえたての時は不完全です。しっか

りとした硬さになるのには、乳歯なら１年半～２年、永久歯なら２～３

年もかかります。ですから、はえたばかりの歯はむし歯になりやすいと

も言えます。歯みがきの習慣づけは最初の歯がはえてから少しずつ始め

ましょう。 

 大体、生後６ヵ月くらいに歯が生え始めますが、この時期の赤ちゃん

はさまざまな素材や味のものを抵抗なく口の中に受け入れる時期です

から、歯みがきは早めのスタートが大切です。もしスタートが遅れて嫌

がってもあきらめてはいけません。根気よくチャレンジすればかなら

ず、いつかは磨かせてくれるようになります。その日は突然やってくる

ようです。むし歯になって歯科医院で泣くよりも、大好きなお父さんや

お母さんにちょっぴり嫌いな歯みがきをしてもらう方が良いと思いま

せんか？ 

★健康推進課 栄養士★ 

★連載コーナー★ 

★健康推進課 歯科衛生士★ 

「子育てハッピーアドバイス 

 小児科の巻 ２」より 

5月 28日(金)  

アリスこどもセンター 



 
 

 

 
 
日 程 行  事 場   所 お問い合わせ先 

３日（金） 子育て講座「和太鼓で遊ぼう・ 

パパは太鼓の達人」 
アリス保育園 アリスこどもセンター（24-8341） 

６日（月） わくわくママクラブ（育児コース） アリス保育園 健康母子係（24-0771） 

８日（水） 子育て講座「親の心・子の心」 ちとせっこセンター ちとせっここどもセンター（40-1717）

１３日（月） 子育て塾「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）

１７日（金） 体験パパクラブ（夜） 総合保健センター 健康母子係（24-0771） 

２２日（水） こどもごはんクラブ 総合保健センター ちとせっここどもセンター（40-1717）

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

日 程 行  事 場  所 お問い合わせ先 

２日（金） 子育て塾「あかちゃんごはんクラブ」 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（土） 体験パパクラブ 総合保健センター 健康母子係（24-0771） 

６日（火） 「あせっちゃダメ！とっさの時の応急処置」 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（水） 子育て塾「グランパグランマ」 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（月） 子育て塾「親子ビクス」 ちとせっこセンター ちとせっここどもセンター（40-1717）

２０日（火） ミニ子育て講座「トイレトレーニング」 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（金） 子育て講座「ベビーサイン」 アリス保育園 アリスこどもセンター（24-8341） 

２７日（火） 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） 

２８日（水） 子育て塾「こどもおやつクラブ」 総合保健センター ちとせっここどもセンター（40-1717）

日 程 行   事 場   所 お問い合わせ先 

１６日（月） 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） 

２０日（金） 子育て塾「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）

２０日（金） 子育て講座「ほめ方、叱り方のコツ」 アリス保育園 アリスこどもセンター（24-8341） 

２３日（月） 子育て塾「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）

＜7月＞ 

＜8月＞ 

＜９月＞ 

行 事 予 定

今年度の第 1 回目が開催。千歳市内の子育て支援団体や子育てサ

ークルさんが集まり交流しました。職場紹介では、健康母子係に検診

等について聞かせてもらいとても勉強になりました。 

後日談ですが、グループワークで知り合いになった、サークルのママ

さんと、民生委員さんが連絡を取って、新しい方にサークルを紹介し

てあげるということもあったようです。市内の子育て情報を共有し、

子育て中のママのサポートをしていけるといいですね。7月末には講

演会を計画しています。子育てサークルのママさんも、是非ご参加く

ださいね＾＾



             

＜７月＞ 

日 程 行  事 場  所 お問い合わせ先 

 １日（木） みんなの広場 いずみさわ児童館 いずみさわ児童館（28-6110） 

 ３日（土） 児童館まつり しゅくばい児童館 しゅくばい児童館（27-3126） 

１０日（土） 児童館まつり ひので児童館 ひので児童館（24-3163） 

１０日（土） 児童館まつり ほくおう児童館 ほくおう児童館（42-3743） 

１５日（木） 親子であそぼっ「感触あそび」 ほくよう児童館 ほくよう児童館（26-6789） 

１６日（金） 親子であそぼっ「七夕飾りを作ろう」 ちとせっこ児童館 ちとせっこ児童館（42-5551） 

 

日 程 行  事 場   所 お問い合わせ先 

１０日（金） みんなの広場 ほくおう児童館 ほくおう児童館（42-3743） 

１３日（月） 親子であそぼっ「劇団ピッコロ」 ほくよう児童館 ほくよう児童館（26-6789） 

１３日（月） 親子であそぼっ「作ってあそぼう」 しゅくばい児童館 しゅくばい児童館（27-3126） 

１６日（木） 親子であそぼっ「ごっこあそび」 いずみさわ児童館 いずみさわ児童館（28-6110） 

１７日（金） 親子であそぼっ「手形をとろう」 ちとせっこ児童館 ちとせっこ児童館（42-5551） 

１８日（土） 児童館まつり  しなの児童館 しなの児童館（22-2977） 

２５日（土） 児童館まつり せいりゅう児童館 せいりゅう児童館（22-2560） 

２７日（月） 親子であそぼっ「つくってあそぼう」 ひので児童館 ひので児童館（24-3163） 

２９日（水） 親子であそぼっ「ごっこあそび」 ほくおう児童館 ほくおう児童館（42-3743） 

                               ※日程が変更になることもありますので、ご確認の上ご参加ください。

☆児童館の水遊び情報☆ お天気が良い時に行います。着替え等持ってご参加くださいね＾＾ 

・７月・８月→しなの児童館 

・７月・８月の毎週水曜日→せいりゅう児童館             

・８月→ひので児童館 

・８月１７日（火）～２７日（金）→ほくよう児童館 

☆幼稚園・保育園開放情報☆   

★毎週月曜日・・・メリー幼稚園☆第２メリー幼稚園 ☆向陽台つくし幼稚園    

★毎週水曜日・・・千歳青葉幼稚園☆わかば幼稚園☆第２わかば幼稚園☆千歳第２幼稚園 

★千歳第２幼稚園（あそぼうぼう）・・7/14  （園庭開放は7/9・8/18・9/22） 

★千歳幼稚園・・・・7/7・8/6・9/11・9/22  

★千歳つくし幼稚園・・・日程は未定 

★北陽保育園・・・7/29・8/13・9/16 

☆保育所所庭開放情報☆ 

★毎週水曜日・・・末広保育所   ★毎週木曜日・・・真々地保育所☆北栄保育所   

 

日 程 行   事 場   所 お問い合わせ先 

１９日（木） 親子であそぼっ「表現あそび」 いずみさわ児童館 いずみさわ児童館（28-6110） 

２３日（月） 親子であそぼっ「のびのびお絵かき」 しゅくばい児童館 しゅくばい児童館（27-3126） 

２５日（水） みんなの広場 しなの児童館 しなの児童館（22-2977） 

２５日（水） 親子であそぼっ「ちびっこ運動会」 ほくおう児童館 ほくおう児童館（42-3743） 

２７日（金） 親子であそぼっ「運動遊び」 ちとせっこ児童館 ちとせっこ児童館（42-5551） 

行 事 予 定
＜７月＞ 

＜８月＞ 

＜９月＞ 



 

★おはなし会★ 

７月 ３日（土）14：00～ おはなしぐるんぱ 

  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 

  １７日（土）14：00～ おはなしぐるんぱ 

  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 

 

８月 １日（日）11：00～ E 絵本くらぶ 

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 

  ２１日（土）1４：00～ おはなしぐるんぱ 

  ２２日（日）11：30～ 日曜おはなし会 

しゃぼんだま 

 

９月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 

  １８日（土）1４：00～ おはなしぐるんぱ  

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 

 

★子ども向け上映会★ 

第１日曜日 １４：００～ 

7月 4 日（日）・8月８日（日）・9月12日（日）

※9月は第１日曜日が蔵書点検で休館の為変更 

 

★特別行事★ 

7月 25日（日）１４：３０～１５：３０ 

劇団さっぽろ 「スイミー」 

※9月の第１土曜日は蔵書点検の為休館です。 

             （8/28～9/5） 

図 書 館 情 報

 

 

 

 

今回は市内の公園を取材してきました。小さな赤ちゃんを連れていくには、どんなところが

いいのかな？兄弟がいるとしたら、どんな遊具があれば楽しいかな？北海道の短い夏を感じら

れるところはどんなところかな？といろいろと思案しながら、あちこち行ってみました。 

今回紹介したところは、夏は勿論、一年通して楽しんでもらえる場所だと思います。５月の

GW にあちこち行ってきましたが、どこも親子連れでいっぱいでした。私の目に狂いはない（笑）

と実感！ お金をかけなくても十分楽しめますよ。是非遊びに行ってみてくださいね。  

－事務局 高田― 

絵 本 紹 介 
＜もこもこもこ＞ 

谷川俊太郎 作・元永定正 絵  文研出版 

  

もこもこもこ、にょきにょき、 

ぷぅっ・・ただそれだけなのに、 

心がくすぐられます。大きくな 

っても楽しめる不思議な一冊。 

＜おやすみなさい コッコさん＞ 

   片山健 作・絵 福音館書店 

 

そらもくももねむったよ、 

さかなもねむったよ。 

でもコッコさんはねむり 

ません。やさしくやさしく 

語りかける調子が心地よく 

ふとんも、くまさんも、 

おててもねむって、最後には 

コッコさんも・・・。 
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