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少し肌寒くなってきましたね。街路樹の「ななかまど」

も少しずつ色づいてきました。ななかまどは大変燃え

にくく、“7回度竃（かまど）に入れても燃えない"と

いうことから命名されたというのが俗説のようです。

真っ赤な実とそれにふわりとのる真っ白な雪とのコ

ントラストは、とてもきれいなんですよ。冬になった

ら少し足をとめて子どもさんと一緒に見てください

ね。 別名「からすの実」。カラスには「美味」なの

でしょうか？＾＾   

 

「寒くなってきたらどこで遊べばいいの？」とい

うことで、室内限定のお勧めスポットをママたち

にきいてみました。千歳市内、または近郊にある

お金のあまりかからない楽しいところを一挙ご

紹介！どんなところがあるのかな？^^ 

年間パスポートを購入すると、一年間何度

でも入ることができてお得！子どもは無料

だしね＾＾ 水族館並みの水槽が沢山。し

かも千歳川の水中を見ることもできます。

「タッチプール」では、魚を触ることもで

きますよ。子どもたちは大喜びすること間

違いなしですが、大人にとっても楽しい場

所のようです。 

千歳市真町 2196 番地の 1 

Tel 0123-26-2131 

市内に８か所ある児童館。おうちの近くに

もきっとあるはず。一度遊びに行ってみて

くださいね。０才から高校生まで遊べると

ころです。いろいろなイベントを開催して

いるので、みんなで一緒に楽しんじゃいま

しょう♪市内のどこに行っても参加は無

料。これからの季節にはもってこいの遊び

場スポットです。 

こちらは地域の民生委員児童委員さんが開

催しています。月に１～２回程度開催。地

域の方たちが、お子さんの成長を見守って

くれますよ。 

この他幼稚園でも、「子育てサロン」と称し

て無料で幼稚園を開放しているところがあ

ります。 

＜詳しいことを知りたい方は「ちとせっここどもセンター」４０－１７１７ まで＞

☆ちとせモール２階 

  （元イトーヨーカドー） 

☆ポスフール２階 

☆千歳アウトレットモール レラ 

☆三井アウトレットパーク 

北広島

☆空港の４階のキッズランド 

☆ビアワークスの２階 

図書館では、いろいろな団体に

よる「おはなし会」が開催され

ています。 

小さな子でも楽しめる内容と

なっています。お話好きな子ど

もになりそうですね＾＾ 

遊具が沢山ありますよ。千歳市内の子育て

情報も掲載しています。ママさんサークル

についてもお聞きくださいね。 

千歳市花園 2丁目 312 番地 

 道の駅「サーモンパーク千歳」内 

 TEL.(0123) 42-3001  

 



                                                     

 
 
 
 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

・お気に入りのぬいぐるみとまくらを渡して添い寝

をすると寝ます。（ひろなおママ） 

・添い寝が一番ですが、耳の穴を指でコショコショ

すると、カサカサ音がして寝る時もあります。 

（みおママ）

・朝起きたら好きなだけ遊んで、たくさん疲れさせ

てから寝かせるようにしています。（蓮司ママ） 

・おっぱいを飲ませる。（ひなまつり）（みーと） 

（あっくんママ）（友ゾウ）（はるとママ） 

・最近、寝る前に足のマッサージをするとすぐ目をこ

すりだす。本人も気持ちよさそう。（ひなまつり） 

・たくさん遊んで疲れさせる。眠る時は子守唄や絵本

を読む。（かなママ） 

・夜泣きがひどい時にかかわらず、ぐずったりした時

はひたすらに歌を歌ってます。（かなっぺママ） 

・泣きやまないときには、明かりをつけて少し遊ばせ

てから改めて歌って寝かしつけ。（かなっぺママ） 

・母でないとだめなので、歌を歌ったりしてひたすら

抱っこする。（たーママ） 

・お話したり、歌を歌う。（バズＬＯＶE） 

・おしゃぶりをする。お茶を飲む（れんママ） 

・おむつをかえて、おっぱいあげて電気をつけてとい

ろいろやってみて、それでも泣いてたらずっと抱っ

こ。そしたらねんね。（さくらんぼママ） 

・おっぱい、抱っこ。（にこにこにこママ） 

 

★アンケートのお答えありがとうございました。次回は「リラックスタイム」について載せる予定です＾＾

「うちの子はこれをすると寝るんですよ～」 
というものはなんですか？ 

・夜泣きはほとんどないです。おっぱいを飲ん

でいる時は２，３回起きてますが、今では朝ま

でぐっすり寝ています。（けいママ） 

・歌を歌う。物語を読むなどして毎日寝かせてます。

（こーへー選手） 

・先に寝たふりをすると一緒に横になって寝てく

れる時もあります。（こーへー選手） 

・子どもを私のTシャツの中に入れてしまい、そ

のまま抱っこすると赤ちゃんの時は安心するの

か寝ました。（カケルママ） 

・大きくなってからは、好きな毛布を持たせると

自分で布団まで引っ張っていき、しゃぶりなが

ら一人でごろごろ転がり自然と寝ます。しゃべ

りかけるとダメ。（カケルママ） 

・寝る前のミルクとお気に入りのペンギンのぬいぐ

るみ。（りょうママ） 

・足指マッサージ、背中をかく、お気に入りの毛布

を用意。（ぶーちゃん） 

・音楽を聴かせる、ゆりかごのうた、授乳。 

（ゆいはは）

・暑い時は扇風機を上手に活用。（友ゾウ） 

・夜は部屋を真っ暗にして一緒に寝たら、そのまま

いつのまにか寝る日もある。（はるとママ） 

・いったんあきらめ、電気をつけて遊んでしまう。

うちは寝かそうとするとかえって泣かれてスト

レスがたまってしまいました。（ゆいママ） 

絵：れんじくんパパ

海に沈む夕日を見ながら 

子：「ママ、ピッカピカできれいだね」 

母：「ほんとう、きれいね～」 

子：「だれがお掃除してるんだろうね。」 

母：「そうね～、海のお風呂に入ってきれい

になっているのかな？＾＾」 

保育所のお散歩車の中で・・ 
子：（上を見ながら）「ままころろ・・」 
保育士：「ん？ままころろってなに？」 
子：「ままころろ～～」（チョッピリ怒ってた？） 
 
その目線の先には「ナナカマド」がありました。 
「そっか～、ナナカマドあったね」というと笑顔
で納得！ヨカッタネ。      

子：「わ～、きれいなシンジャリアだ
ね」（うっとり～☆） 

母：「そうね～、きれいなシャンデリ
アだね」 

 
シンデレラとシャンデリアが合体し
たのでした（笑） 

子どもの言葉ってほんとに可

愛いですね。「つぶやき」をと

っておくと楽しい思い出にな

るかもしれませんね♪語録集

がつくれちゃうかも☆ 



＜１０月＞

日　程 行　　事 場　　所 お問い合わせ先

２日（土）  児童館まつり  ちとせっこ児童館  ちとせっこ児童館（42-5551）

４日（月）  ちびっこ運動会  ひので児童館  ひので児童館（24-3163）

４日（月）  ３Ｂ体操  しなの児童館  しなの児童館（22-2977）

８日（金）  みんなの広場「工作あそび」  せいりゅう児童館  せいりゅう児童館（22-2560）

１８日（月）  ３Ｂ体操  ほくおう児童館  ほくおう児童館（42-3743）

１８日（月）  うんどうあそび「親子ビクス」  しゅくばい児童館  しゅくばい児童館（27-3126）

２１日（木）  ミニ運動会  いずみさわ児童館  いずみさわ児童館（28-6110）

２１日（木）  焼き芋会  ちとせっこ児童館  ちとせっこ児童館（42-5551）

２５日（月）  みんなの広場「わらべうた・リズムあそび」  ほくよう児童館  ほくよう児童館（26-6789）

２５日（月）  親子であそぼっ「ためしてみよう！」  ちとせっこ児童館  ちとせっこ児童館（42-5551）

２７日（水）  キッズひろば  ちとせっこ児童館  ちとせっこ児童館（42-5551）

＜１１月＞

日　程 行　　事 場　　所 お問い合わせ先

８日（月） 「人形劇団ピッコロ公演」  ひので児童館  ひので児童館（24-3163）

１０日（水）  親子でエアロビ  いずみさわ児童館  いずみさわ児童館（28-6110）

１５日（月）  親子でエアロビ  ほくよう児童館  ほくよう児童館（26-6789）

１６日（火）  みんなの広場  しなの児童館  しなの児童館（22-2977）

１８日（木） ミニミニ運動会  せいりゅう児童館  せいりゅう児童館（22-2560）

１９日（金）  おはなし会  ちとせっこ児童館  ちとせっこ児童館（42-5551）

２９日（月） みんなの広場「親子ふれあい遊び」  しゅくばい児童館  しゅくばい児童館（27-3126）

３０日（火） 人形劇「にこにこファンタジーみんなで楽しむ人形劇」  ほくおう児童館  ほくおう児童館（42-3743）

＜１２月＞

日　程 行　　事 場　　所 お問い合わせ先

１３日（月）  クリスマス会～人形劇団ピッコロ公演  しゅくばい児童館  しゅくばい児童館（27-3126）

１３日（月）  クリスマス会  いずみさわ児童館  いずみさわ児童館（28-6110）

１６日（木）  クリスマス会  せいりゅう児童館  せいりゅう児童館（22-2560）

１７日（金）  クリスマス会  しなの児童館  しなの児童館（22-2977）

１７日（金）  クリスマス会～人形劇団かざぐるま公演  ほくおう児童館  ほくおう児童館（42-3743）

２０日（月）  クリスマス会  ひので児童館  ひので児童館（24-3163）

２０日（月）  クリスマス会  ほくよう児童館  ほくよう児童館（26-6789）

２２日（水）  クリスマス会  ちとせっこ児童館  ちとせっこ児童館（42-5551）

☆幼稚園・保育園開放情報☆　　
　　　　　　★メリー幼稚園☆第２メリー幼稚園 ☆向陽台つくし幼稚園・・・ 毎週月曜日
　　　　　　★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・・・毎週水曜日

　　　　　　★北陽保育園・・・毎月第４水曜日

☆保育所所庭開放情報☆

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

※事前申し込みが必要なものもあります。また日程が変更になる場合もありますのでご確認の上ご参加ください。

　　　　　　★千歳第２幼稚園（あそぼうぼう）・10/25・12/13　
　　　　　　★千歳幼稚園・・・・10/6・11/5・12/20
　　　　　　★千歳つくし幼稚園・・・日程は未定

行 事 予 定

児童館・幼稚園・保育園・保育所



＜１０月＞

日　程 行　　事 場　　所 お問い合わせ先

　１日（金）  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）

　４日（月）  子育て塾「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）

　６日（水） 「乳がん予防の講演」  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（土）  体験パパクラブ（交流会）  ちとせっこセンター  健康母子係（24-0771）

２７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）

２９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）

＜１１月＞

日　程 行　　事 場　　所 お問い合わせ先

１０日（水）  子育て塾「ファーストサイン」  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（金）  体験パパクラブ  総合保健センター  健康母子係（24-0771）

１２日（金）  子育て講座「ベビーマッサージ」  アリス保育園  アリスこどもセンター（24-8341）

１５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）

２４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）

２６日（金）  子育て塾「リフレッシュ講座」  ちとせっこセンター  ちとせっここどもセンター（40-1717）

＜１２月＞

日　程 行　　事 場　　所 お問い合わせ先

　６日（月）  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）

　８日（水）  クリスマス会  アリス保育園  アリスこどもセンター（24-8341）

１０日（金）  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）

１４日（火）  ミニ子育て講座「家庭での応急処置」  ちとせっこセンター  ちとせっここどもセンター（40-1717）

１７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）

２２日（水）  クリスマス会  ちとせっこセンター  ちとせっここどもセンター（40-1717）

※事前申し込みが必要なものもあります。また日程が変更になる場合もありますのでご確認の上ご参加ください。

行 事 予 定

アリスこどもセンター・ちとせっこセンター・健康推進課編

乳幼児虐待は、核家族化が進んでいる現在の日本では深刻な問題です。また、昔と比較すると閉鎖

的な家庭環境になりつつあるため深刻な状況になりやすく、ここ最近でも子どもが死亡するという悲

しいケースが後を絶ちません。

日々子育てをしていく中で悩むことが沢山あると思います。その悩みをひとりで抱え込んでいては

ストレスになり、そこから虐待に発展してしまうこともあります。子育てに悩んだら、それを恥ずか

しいと思わなくても良いのです。ひとりで、あるいは家族だけで抱え込まずに必ず周囲に相談しま

しょう。

また、乳幼児虐待を予防するために、周囲や地域で少しでも心配な状況と感じた場合は、まずは市

役所の子育て推進課児童相談係や、状況により児童相談所や警察に通報することも大切です。小さな

命を守るため、身近にそのような家庭がありましたら是非、救いの手を差し伸べてあげて欲しいと思

います。

これらのことが、虐待防止や小さな命を守る第一歩となるのです。

○子育て推進課児童相談係 ２４－０９３５（直通）

○北海道中央児童相談所 ０１１－６３１－０３０１

○千歳警察署 ４２－０１１０（代表）



 

 

＜材料＞（２人分） 

  ごはん   １００ｇ   卵  1/2 個 

  ふりかけ  小袋１袋   油  大さじ 1/2 

 

①  ごはんに溶き卵、ふりかけをかけよく混ぜる。 
②  フライパンに油をひいて中火で熱し、①をひとかたまり

入れ、平たい円形状に形を整える。 

③  カリッとしてきたら、裏返し両面を焼く。 
   ※あまりご飯を食べないお子さんにおすすめです。

 

＜材料＞（2人分） 

 食パン  ２枚   卵 ２個 

 オレンジジュース  1 カップ 

 レーズン 10ｇ 

 グラニュー糖 小さじ1 

① 食パンは1.5ｃｍ角に切る。 
② ボウルに卵を割りほぐし、オレンジジュースを混ぜる。

レーズンと①のパンをつけ、しばらく置く。 

③ 耐熱皿に入れ、トースターで10分くらい焼く。 
④ 食べる時にグラニュー糖をふる。 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
  
 
  

＝熱性けいれん＝ 
熱性けいれんは、乳幼児が熱を出したときに、一緒におきるけい

れんです。けいれんは、左右対称に体全体にみられ、同時に目をあ

らぬ方に向いて口から泡をふき、呼吸を止め、次第に唇や顔の色が

紫色にかわってくることもあり、その後、手と足を一緒に、大きく

ピクンピクンと曲げる様子がみられます。 

時間は短くて 30 秒、長いと 2～３分続く事もあり、力が抜ける

ようにおさまり、その後は疲れて眠っている状態になります。 

このような、子どもによくある熱性けいれんは、薬を使わず、数

分以内に自然に止まります。 

＜もし、こどもが熱性けいれんをおこしたら＞ 

☆焦らず時計を見ながらどんなけいれんか、また時間を確認する。

☆吐いた時に誤飲しないよう顔を横にむける。 

☆揺り動かさない・大きな声をださない。（無用な刺激で止まるはず

のけいれんが止まりません） 

☆口の中にものを入れない。（タオル・固いものなど） 

※舌を噛んでも命とりにはなりません。逆にけいれんを長引かせ、

窒息させることもあります。） 

～そっと自然にしておくことが大事です～ 

※おさまったら必ず小児科を受診しましょう 

（注）でも、１０分以上けいれんが治まらない時や、繰り返す時は、

救急車を呼んでください。また、けいれんが止まったあとも具合が

悪そうだったらすぐに病院と連絡をとりましょう！ 

★子育て総合支援センター 保健師★ 

★連載コーナー★ 

手軽なのに出来

上がりは豪華 

小児用肺炎球菌ワクチン 

    ご存じですか？ 
肺炎球菌は、子どもの鼻や喉にいる

身近な菌ですが、子どもの体力や抵抗

力が落ちた時、いつもは菌がいない所

に入り込んで、敗血症や細菌性髄膜炎

など命に関わる感染症を招く原因菌の

1つです。 

そこで、2010年からこの肺炎球菌

による重症の感染症を予防するために

子どもの肺炎球菌ワクチンの接種が始

まり、ワクチンによる早目の予防が推

奨されています。 

ワクチンは、有料で、生後2ヶ月か

ら接種可能です。接種回数は月齢によ

って異なるので詳細はかかりつけの医

師に相談して早めにスケジュールを決

めるとよいでしょう。 

★健康推進課 栄養士★ 

 

「あそびとおもちゃ」 

木村実咲 フレーベル館

 

 

子どもはスキンシップが大好き！大人だって撫でられ

たリ、ギュって抱きしめられたら嬉しいですよね＾＾。

子どもとの日常の生活の中で、たくさん触れて、沢山

くっついて、遊びながらスキンシップをしちゃいまし

ょうね。いっぱい幸せを感じながら成長していくこと

でしょう☆ 



 
 
 
 
 
 
   
 
 

 

※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。 

  
 
 
 

 

★おはなし会★ 

１０月 ２日（土）14：00～ おはなしぐるんぱ 

    ９日（土）11：00～ くりねずみ 

   １０日（日）11：30～ 日曜おはなし会 

しゃぼんだま 

   １６日（土）14：00～ おはなしぐるんぱ 

   １７日（日）11：00～ E 絵本くらぶ 

   ２０日（水）11：00～ おはなしの会 

                ピノキオ 

   ２３日（土）11：00～ くりねずみ 

   ２４日（日）11：30～ 日曜おはなし会 

しゃぼんだま 

 

１１月 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～ おはなしの会 

                ピノキオ 

   ２０日（土）14：00～ おはなしぐるんぱ 

   ２１日（日）11：00～ E 絵本くらぶ 

２７日（土）11：00～ くりねずみ 

２８日（日）11：30～ 日曜おはなし会 

             しゃぼんだま 

 

１２月 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   

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～ 

１０月 ３日（日）・１１月７日（日）・１２月５日（日）

★特別行事★ 

１０月３０日（土）１０：３０～１２：００ 

読書週間記念事業 

「藤田浩子のおはなし会」 

図 書 館 情 報

 

 

 

 

 今年の夏は暑かったですね。秋に入りほっとひと息。これからは寒さに向かい、室内遊びが

多くなりますね。ママたちが「楽しいですよ」と教えてくれた「サケのふるさと館」に私も久

しぶりに行ってみました。川の中を見ることができるところでは、魚が目の前を泳いでいてと

っても楽しかったです。千歳川のきれいさを改めて感じました。鮭を実際に見ることができた

ら感動ものですね☆ 

季節ごとの良さがあると思うので、また行ってみようと思っています＾＾。事務局 高田  

絵 本 紹 介 

＜こんにちは あかちゃん＞ 

作・絵 いもとようこ ひかりのくに 

うさぎやいぬなど、いろいろな動物が 

１ページいっぱいに出てます。 

見開きページには、名前が書けるように 

なっているので、大きくなった時にいい 

思い出になるかもしれませんね。 

＜すい すい すべりだい＞ 

     作・絵 桑原 伸之 あすなろ書房 
 

ぶたちゃん、ねずみちゃん、ぺんぎんちゃんが 

仲良くあちこち滑っていきます。 

滑っていきつく先にいるのはだあれ？ 

 

何度見てもうきうき楽しくなる 

絵本です♪ 

 

＜きんぎょがにげた＞ 

     作・絵 五味 太郎 福音館書店 
 

きんぎょはどこにかくれたのかな？ 

お菓子や花など身近なものもたくさん登場 

します。 

 

やさしい色づかいで、一つ一つの絵が楽し 

い絵本です★ 
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