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いよいよ北海道も本格的な冬になりましたね。せっ

かくなので、子どもたちにも是非雪遊びを沢山させて

あげたいものです。でも、「遊ぶ時ってどんな格好で

遊ばせたらいいの？」「どんなところで遊べるの？」

初めての雪あそびには「？」がいっぱい。今回はそん

な素朴な疑問にお答えします。           

小さな赤ちゃんはまだ雪遊びはできないかもしれ

ませんが、室内で少し触らせてあげても喜びますよ。

どうぞ、お子さんと一緒に楽しんでみてくださいね。  

 

                       

                       

                       

                         

                        

雪遊びは戸外と思われがちですが、室内に雪を

持って来て遊んでも楽しいですよ。 

すぐには溶けないので、バケツなどに入れ、洗

剤のスプーンなどですくっても楽しいです。お

ままごとや、おうちのお皿なども使えますね。 

冷たい感触、触っていたら溶けていく感触、日

常ではあまり体験しない感触を感じることが

できますね。一応下にはシートや新聞を敷けば

大丈夫＾＾ 「つめたいね」「たのしいね」と

楽しく一緒に遊んじゃいましょう。赤ちゃんも

遊べる雪遊びです♪ 

 ＜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＞ 

 

市内の保育所では週に 1 回お庭を開放

しています、保育所の子どもたちと一緒

に雪遊びを楽しみませんか？ 

ボブスレーやスコップなど、雪遊び道具

もあるので、暖かい格好でいらしてくだ

さればＯＫですよ。各保育所の開放日は

以下の通りです。 

★末広保育所・・・毎週水曜日   

★真々地保育所＊北栄保育所 

         ・・・毎週木曜日 

★各幼稚園の開放日にも 

雪遊びができる日があり 

ますよ。 

お問い合わせの上ご利用 

ください。 

少し大きくなったら、近くの公園の山にいってもい

いですね。 

また、北部隊では、自衛隊の方たちが使う山を一般

の方にも開放しています。ボブスレーあそびも楽し

いですが、米袋やピクニックシートもよく滑ります

よ♪親がしっかり後ろから抱えてあげて、恐怖心を

持たないように気をつけてあげましょうね 

帽子は耳まで

隠れる方が暖

かいですよ。 

雪がつかないナイ

ロン製の手袋。 

手首に雪が入ら

ないように手首は

長めのもの。ひも

をつけてジャンバ

ーに固定してあげ

るとなくならない

ですよ。 

雪がつかないナイロン製のつ

なぎ。小さい子は、上下つなが

っているものがいいですよ。 

「きゃはん」または、「スノーカバー」が

あると長靴に雪が入らなくていいで

す。雪あそびの必需品かも＾＾。 

スノトレより長靴の

方が足首部分が柔

らかくて、歩きやす

いですよ。 

Let’s 

保育所では１歳児から雪遊びをして遊ぶので、雪遊びの格好について、保

育所の先生に聞いてみました。小さなお子さんが「雪遊びって楽しい♪」

と思えるよう、まずはしっかり防寒してあげましょう。保育所の先生が描

いてくれた、下のイラストを参考にしてね☆ 



                                                                                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

※子育ての合間を見ながら、上手にリフレッシュしているんですね。子どもも大事ですが、ママの体も心も同じく

らいに大切。自分のことは後回しになりがちな時期ですが、「これをしてるとちょっと幸せ☆」な「プチ癒しタイム」

を沢山見つけて、リフレッシュしてくださいね。さて、こんなフットケアはいかがでしょう＾＾ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

アロマ蒸しタオルの作り方 
洗面器にお湯を張り、マジョラム、ラベン

ダー、カモミールローマンなどのエッセン

シャルオイルを好みで計２～３滴たらし、

かき混ぜます。ブレンドは好みでOK。そ 

そこにタオルを浸して、ゆるめにしぼり、 

首や肩、手首、ひざなどにあてると気持ち

がいいですよ。 

・お友達とのおしゃべり。子どもが寝た後に、ドラマを見る。（ひろなおママ） 

・馬に乗ること。あとは息子と寝ている時と、遊んでいるときが一番幸せでリラックスできます。（蓮司ママ） 

・早めに寝かしつけ、片付けを終わらせ好きなドラマを見る。お昼寝中に好きなスィーツ。（ひなまつり） 

・お菓子を作ったり、料理の本を読んだり、友達を家に招いて昼ごはんを一緒に食べるのもリフレッシュできます。 

（みおママ） 

・眠っている間に紅茶とケーキ（甘いもの）を食べる。ゆっくりお風呂に入る。お菓子を作る。（かなママ） 

・子どもがお昼寝をしている時の、甘いものを食べるときがホッと一息。（かなっぺママ） 

・子どもが昼寝している間におうちＣＡＦＥ気分で、紅茶を入れお気に入りのカップ＆ソーサーでお茶します。（みーと） 

・一人でお風呂、読書。（たーママ） 

・録画したドラマを見ながら、甘い物を食べる。（バズＬＯＶE） 

・テレビを見る。（子どもが寝てる間にゆっくり見る）（れんママ） 

・お出かけ。買い物・旦那とハグ。（さくらんぼママ） 

・寝た後のＴＶ、スィーツ。（にこにこにこママ） 

・だんなに預けてショッピング。（ぶーちゃん） 

・お風呂、だんなに預けて買い物。（ゆいはは） 

・庭の手入れ、自然に触れるとリラックス。（友ゾウ）・おしゃべり。（はるとママ） 

・昼寝をしている時にドラマを見ながらコーヒータイム。ママ友とランチや Shoppingに行くことかな？（けいママ） 

・TVを見たり本を読んだり、疲れたら実家に帰ったり・・・・遠いけど。（こーへー選手） 

・寝かしつけてからの半身浴。一人でゆっくり１時間程本を読みながら半身浴すると昼間のイライラもスッキリ汗ととも

に流れていく気がします。（カケルママ） 

・Ｂ‘ｚのライブＤＶＤを大音量で視聴する。子どもをちょっとだけ実家に預けてショッピングする。（りょうママ） 

・子どもが寝て、一日の家事を終えてからの新聞を読むひととき。寝る前のストレッチ。（あっくんママ） 

・子どもが寝てボーっとしてる時・サークルのママとのおしゃべり。・子どもと一緒に寝る・音楽を聴く 

・お昼寝中にゆっくりティータイム・おじいちゃんおばあちゃんにお願いして一人でお出かけ。ママ友とおしゃべり 

（ペンネームなし） 

・アロマオイルをたいたり、コーヒーを入れたりすると少しの時間でもゆっくり贅沢に休んでいる気持ちになります。（ゆ

いママ） 

 

 

絵：れんじくんパパ

♪ 

 
「これをすると癒されるのよ～」というものはなんですか？ 

マッサージをするときに、市販のマッサージオイルな

どを利用すると効果が倍増。 

手のすべりをよくするだけでなく、足の肌をしっとり

美しく整えることもできて、一石二鳥です。 

「自分でできるフットケア」 マミ・レヴィ監修より 

１すねの骨の脇に両手

の親指をあて、足首か

らひざに向かって引き

上げるように強くさす

りあげます。反対側の

脇も同様にします。 

２ふくらはぎを両手で

つかんで、タオルをし

ぼる要領でしっかりね

じります。足首からひ

ざに向かって少しずつ

場所をずらしていっ

て。まずは大きくもみ

ほぐしましょう。 

３ふくらはぎの内側の

肉を小さくつまみ、皮

膚を脂肪を引き離すよ

うな感覚で、たたみ下

ろしします。外側も同

様に。 

４両手でふくらはぎの

後ろ側をしっかり包

み、指の隙間から脂肪

が逃げないように注意

しながら、足首からひ

ざへとしごき上げま

す。 

５ひざの内側に親指を

あてて、ひざの内側全

体を少しずつ移動しな

がら、ていねいにまん

べんなく押していきま

す。 



 

 

＜材料＞（2 人分） 

 じゃがいも ８０ｇ☆プロセスチーズ ２０ｇ 

 牛乳    ２０ｇ パセリ     少々 

 バター    ４ｇ 塩        少々 

① じゃがいもは皮をむき、一口大にする。 

② チーズはさいの目の小さめの角切りにする。 

③ 鍋にじゃがいもと水を入れて、火にかけ茹であがった

らふたをずらして茹で汁を捨て、水分をとばす。 

④ 鍋の中のじゃがいもをつぶし、牛乳とチーズとバター

を加えて再び火にかけ、木べらで練って塩で調味す

る。 

⑤ ④を火からおろして、パセリのみじん切りをふる。 

 

            なぜスキンシップが大切なのかな・・・？  ★★ちょっとお勉強編★★ 

母子愛着関係（愛・きずな・信頼）は脳・心の発達を促す最初の刺激、将来の脳機能を開花させる

ための基礎人間らしい知的な脳・やさしい心の領域はまず出生直後からの母と子の愛着経験を通して

発達を始める。その後、父親や他の家族などとの色々な体験が加わって、さらに伸びていく。母子愛

着がうまくいくと、母親が子どもの心の安全基地になれ、やさしく知的な子どもの基礎ができ、その

後の生活習慣の獲得・しつけなども楽にできるようになる。この母子愛着行動を作るには、いわゆる

「母性」が必要であるが、母性を育てるためには、新生児期からのスキンシップが必須である。わが

子を見る・感じる・話しかける事、そして母乳・抱っこ・頬ずりなどたくさんのスキンシップをする

と、母親の脳内に「子育てホルモン（プロラクチン。オキシトシンなど）」が分泌され、気持ちが穏

やかになり、子どものサイン・心を読むのが楽になってくる。また、子どもの脳にもお母さんのにお

い・顔・声・皮膚感触などの記憶が形成され、母親に反応しやすくなる。（＝「母子相互作用」とい

う）こうした積み重ねにより、母子愛着が強固なものになっていく。 

           北海道療育園 楠 裕一 氏 「子育て環境と脳・心の発達」講演会より 

 ｌｐ 

 

 

 

＜材料＞（2 人分） 

  米  １カップ ☆ 水  適量 

  ミックスベジタブル １カップ ☆ツナ缶  中1/2缶 

  コンソメ １個 ☆ カレー粉  小さじ 2/5 

  あればパセリ  少々 

 

① 米をといで炊飯器に入れ、適量の水をそそぎ１時間ほど

置く。 

② ①に残りの材料をすべて加え、スイッチを入れる。 

③ 炊きあがったら、よく混ぜる。あれば、パセリのみじん

切りをちらす。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

  

＝やけど＝ 

冬はやけどをしやすいものが子どもの身の周りに増えてきています。ストーブにはストーブガードを

使用したり、キッチンに入って熱いものに手を伸ばさないように充分気をつけてあげてください（湯気

でもやけどすることがあります）。また、電気毛布などは低温ですが長時間同じ部位に密着していると

低温やけどの原因になりますので、使用には十分な注意が必要です。 

もしやけどをしてしまったら・・・。 

●なるべく早く冷水に当てて、20 分程冷やし続ける。 

●服の上からやけどをした場合は、服を着たまま冷水に当て、冷えてから脱がせます。あわてて服を

脱がせて傷を広げないようにしましょう。 

●(冷やし続けた後は)小さなやけどなら清潔なガーゼを軽めに当ててあげる。大きなやけどなら清潔

な濡れタオルを当てながら病院に行く。つい薬を塗りたくなりますがやけどは状態によって治療が違

うので自己判断で薬を塗るのはやめましょう。 

 
★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 

★健康推進課 栄養士★ 



＜1月＞

日　程 行　　事 場　　所 お問い合わせ先

１４日（金）  昔あそび  しなの児童館  しなの児童館（22-2977）

２０日（木）  親子エアロビ  せいりゅう児童館  せいりゅう児童館（22-2560）

２０日（木）  伝承あそび  いずみさわ児童館  いずみさわ児童館（28-6110）

２０日（木）  ３Ｂ体操  しなの児童館  しなの児童館（22-2977）

２１日（金）  節分  ちとせっこ児童館  ちとせっこ児童館（42-5551）

２１日（金）  おはなしポケット「ユーマイ☆キッズ」  ほくよう児童館  ほくよう児童館（26-6789）

２４日（月）  ３Ｂ体操  しゅくばい児童館  しゅくばい児童館（27-3126）

２５日（火）  ごっこあそび  ひので児童館  ひので児童館（24-3163）

２７日（木）  節分  ほくおう児童館  ほくおう児童館（42-3743）

３１日（月）  節分  しゅくばい児童館  しゅくばい児童館（27-3126）

＜２月＞

日　程 行　　事 場　　所 お問い合わせ先

　２日（水）  節分「オニたいじにいこう！」  ほくよう児童館  ほくよう児童館（26-6789）

　３日（木）  節分  いずみさわ児童館  いずみさわ児童館（28-6110）

　３日（木）  節分  ひので児童館  ひので児童館（24-3163）

　９日（水）  キッズ広場  ちとせっこ児童館  ちとせっこ児童館（42-5551）

１５日（火）  親子リズムあそび  しなの児童館  しなの児童館（22-2977）

２２日（火）   おひなさま  ほくおう児童館  ほくおう児童館（42-3743）

２３日（水）   ひなまつり  ちとせっこ児童館  ちとせっこ児童館（42-5551）

２５日（金）   みんなの広場「おはなし会」  せいりゅう児童館  せいりゅう児童館（22-2560）

２８日（月）   みんなの広場「運動あそび」  しゅくばい児童館  しゅくばい児童館（27-3126）

＜３月＞

日　程 行　　事 場　　所 お問い合わせ先

　1日（火）  おひなさまをつくろう  ほくよう児童館  ほくよう児童館（26-6789）

　４日（金）  ３Ｂ体操  せいりゅう児童館  せいりゅう児童館（22-2560）

　７日（月）  おたのしみ会「おはなしの会　ピノキオ」  しゅくばい児童館  しゅくばい児童館（27-3126）

　７日（月）  みんなの広場「親子体操」  ひので児童館  ひので児童館（24-3163）

　８日（火）  手作り遊び  しなの児童館  しなの児童館（22-2977）

１１日（金）  みんなの広場「リズムあそび」  いずみさわ児童館  いずみさわ児童館（28-6110）

１４日（月）  手作りおもちゃ  ほくおう児童館  ほくおう児童館（42-3743）

１５日（火）  おたのしみ会  いずみさわ児童館  いずみさわ児童館（28-6110）

１８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）

※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）・・・1/27
　　　　　　★千歳幼稚園・・・・1/17
　　　　　　★千歳つくし幼稚園・・・日程は未定
　　　　　　★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

☆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

行 事 予 定 

児童館・幼稚園・保育園・保育所



＜1月＞

日　程 行　　事 場　　所 お問い合わせ先

　６日（木）  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）

２１日（金）  子育て講座「和太鼓体験教室」  アリス保育園  アリスこどもセンター（24-8341）

２２日（土）  体験パパクラブ  総合保健センター  健康母子係（24-0771）

２４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）

２６日（水）  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）

＜２月＞

日　程 行　　事 場　　所 お問い合わせ先

  ３日（木）  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）

　４日（金）  ミニ子育て講座「歯と栄養」  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（金）  子育て講座「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）

２１日（月）  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）

＜３月＞

日　程 行　　事 場　　所 お問い合わせ先

　５日（土）  体験パパクラブ（交流会）  総合保健センター  健康母子係（24-0771）

１１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（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）

10月６日、ちとせっこセンターにおいて「乳がん予防講座」を行いました。今回は、「乳がん」に対す

る知識や検診の重要性などを、お母さんたちに知っていただくため、札幌市の「（医療法人）母恋 天

使病院 乳がん看護認定看護師」の河村清美氏をお招きし、「乳がん予防」についての講座を開催

しました。

近年、「乳がん」で命をなくしてしまう女性が増えており、年齢には関係なく、最近では若い方も「乳

がん」になり、小さいお子さんや家族を残して亡くなっている方もいます。でも、自己診断や検診での

早期発見・治療で助かり、元気になっている方も多くいる現状もあります。講座の中で、実際に映像

で「乳がん」の方の乳房の症状を見たのですが、正直参加者もショックだったようです。でも、反面

「絶対、検診（マンモグラフィーなど）を受けなきゃ！」という強い思いにもなったようでした。そして、講

座終了後は、参加者の殆どの皆さんが、「今度検診を受けます！」と言って帰られました。

家族やパートナー、また、お子さんに悲しい思いをさせないためにも、是非乳がん検診を受けて

みましょうね！

※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・ちとせっここどもセンター・健康推進



 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

※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★ 

1月 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 

   １５日（土）14：00～ おはなしぐるんぱ 

   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 

  

 2月 ５日（土）14：00～ おはなしぐるんぱ 

   １６日（水）11：00～ おはなしの会 

                ピノキオ 

   １９日（土）14：00～ おはなしぐるんぱ 

   ２０日（日）11：00～ E絵本くらぶ 

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 

 

3月 ５日（土）14：00～ おはなしぐるんぱ 

   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   

１９日（土）14：00～ おはなしぐるんぱ 

   ２０日（日）11：00～ E絵本くらぶ 

   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 

   

図 書 館 情 報 

 

 

 

 

雪が降ると「ほんとに雪かきが大変だわ～」と思いがちですが、ふと子どもの頃を思い出すと、朝

目が覚めて雪が降っているとなんだかわくわくしたものです。ある程度大人になってもそんな気持ち

はどこかにあったのですが、気がつくとすっかり「雪＝大変」なモードになっている私。でも子ども

たちはやっぱり雪を見ると、「おめめキラキラ☆」になるんです。せめて、そんな子どもたちのワクワ

ク☆きらきらの気持ちは大切にしてあげたいですね。一緒に「雪が降ると真っ白になってきれいだね

～」とお外の風景を楽しみたいものです。内心はちょっと複雑でもね＾＾      事務局 高田 

 

絵 本 紹 介 

＜もうねんね＞ 童心社 

文 松谷 みよ子 絵 瀬川 康男 

 

犬さん・猫さん・ニワトリさんがねんね。 

ももちゃんもねんね。 

優しい色使いの絵本です。おやすみ前の 

一冊にしてみてはいかかがしょう。 

＜がちゃがちゃどんどん＞福音館書店 

     作 元永 定正 

耳から聞こえるいろいろな音を絵に 

してみたらこんな感じかしら？ 

「りんりん」「かーん」「ぽんぽん」 

なんだかわからないけれど、子どもに 

おおうけする絵本です。パパに読んで 

もらうのもいいかもしれまんよ。 

一緒に楽しんでくれるかも。 

 

＜そら はだかんぼ！＞偕成社 

     作・絵 五味 太郎 

ライオン君がお風呂に入る時に服を脱い 

だらくまさんに。くまさんがお洋服を脱 

いだら誰になるのかな？ 

ユーモアのある、楽しい絵本です。 

どんどん脱いでいく様子に、お風呂に入 

るのが楽しくなっちゃうかも＾＾ 

 

 

 

★子ども向け上映会★ 

第１日曜日 １４：００～ 

1月 9日（日）・2月 6 日（日）・3月 6日（日） 

★特別行事★ 

2月 13日（日） 

11：00～12：00合同おはなし会 

13：30～15：０0あべ弘士講演会・ワークショップ 

 

 


