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第９号（年４回発行） 
Ｈ２３．７．１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

いよいよ北海道にもこの千歳にも「夏」がやってきま

した。短い夏ですが、子どもの大好きな「水」のある公

園で思い切り涼しくすごしちゃいましょう！ 

真夏が終わっても、とっても楽しい公園です。車で約 1

時間圏内。市内からちょっと出たいけれど、遠くは疲れ

ちゃうし～」というプチお出かけにちょうどよい場所を

掲載してみました。一度だけでなく、何度でも何年でも

楽しめる場所。子どもの成長とともに違った遊びができ

るところです。是非遊びに行ってみてくださいね＾＾  

＊ 水 inタンク 
小さなタンクに水を入れて持っていき、陽の

あたる所に置いておきましょう。水遊び後、

体を洗ってあげるときに使えますよ。 
＊すのこ 
小さなすのこは海に行った時の必需品。砂遊

びをしたあとに、すのこに立たせて体を洗っ

てあげると砂まみれを回避できちゃいます

＾＾ｖ 
 

 

広大な敷地に作られた公園です。今回は小さな

お子さんが、せせらぎでお水ちゃぷちゃぷができ

るところを紹介。「渓流口駐車場」に車を止め、渓

流脇の散歩道を歩いてみましょう。芝生もあり花

も咲きとても気持ちがよいですよ。渓流はとても

浅く、お水が流れています。冷たい水を触るとち

ょっとびっくりしちゃうかな？＾＾ 

お弁当を持って芝生で休憩してもいいですね。こ

の公園は車で移動すると、遊び場が沢山あるんで

す。「こどもの谷」は、体を使った遊び場満載。 疲

れすぎないように休憩しながら遊んでね ＾ｍ＾ 

札幌市南区滝野 247 番地 

滝野公園案内所  011－592-3333 

滝野公園 検 索 

札幌市東区モエレ沼公園 1-1  011-790-1231 モエレビーチ 検 索

 モエレ沼公園内にある「モエレビーチ」。遊歩道がある敷地の中央部に
浅い池が設けられています。美しい海をイメージして作られたこの池では、

夏は子どもたちの歓声があがります。 

本物の海には波があって、ちょっと怖がるかなという時期にもちょうどよ

い場所かもしれません。大人もズボンをまくり上げ、一緒に楽しんじゃい

ましょう＾＾   帰りには敷地内にある大きな山にも登ってみてね。この公

園も季節問わず、子どもが何歳になってもずっと遊べる場所ですよ。おす

すめです♪ 

 千歳市内の青葉公園中央広場にある噴水。青空に向けて噴き出す噴水に
子どもたちは目を丸くすること間違いなし！しかもなんと７月２４日～８

月３日の期間中は午後７時から１０時までライトアップされるそうです。

大人も一緒に楽しめそうですね。でも、お子さん連れは早めに帰宅しまし

ょう＾＾ｂ 

 

支笏湖に向かう道路を走っていると左側にある公園です。浅い川が流れ

ており、水にさわることができますよ。 

芝生もあるので、お弁当を持ってゆっくりのんびり遊んできてもいいです

ね♪ 

 

千歳市蘭越 4  0123-23-3442 

0123-24-1366 



つ

質問 
「小児科で上手に診察をうける方法

を教えてください」 
メール配信ってなに？ 

わたしと小鳥とすずと  

  わたしが両手をひろげても、 
お空はちっともとべないが、 
とべる小鳥はわたしのように、 

地面（じべた）をはやくは走れない。  

わたしがからだをゆすっても、 
きれいな音はでないけど、 

あの鳴るすずはわたしのように 

たくさんのうたは知らないよ。  

すずと、小鳥と、それからわたし、 
みんなちがって、みんないい。  

金子みすず [1903-1929] の詩 

Ｑ：メールの配信サービスってなに？

Ａ：電子メールで届く情報です。電子

メールアドレスを登録すると、パ

ソコンや携帯電話に毎月届きま

す。 

Ｑ：やめるときは簡単にやめれる？ 

Ａ：簡単に解除できます。 

Ｑ：お金はかかるの？ 

Ａ：入会金や登録料などは一切かかり

ません。ただし携帯電話の場合は

パケット代などがかかる場合が

あります。 

｢ お笑い芸人 」とかけまして、 

「  回転寿司 」とときます。 

その心は…「  どちらも ネタがうまいでしょう   」 

大人というものは、どんな苦労が多くても 

自分のほうから 

人を愛していける人間に 

なることなんだと思います。 

いわさき ちひろ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

子子育育ててＱＱ＆＆ＡＡ 

下記のＵＲＬにアクセスし、「メール配信サ

ービス申込み」を選択してください。 

http://www.city.chitose.hokkaido.jp/k/
 

または                

                       

 

ＱＲコードで登録してくださいね 

お母様方はきっとかかりつけの小児科をみつけられている

と思いますが、いくらかかりつけといっても、診察の際うま

く医師に質問ができなかったり、また、家に帰ってから先生

に聞いておけばよかった事などが出てきた経験はありませ

んか？ 

体の具合の悪い子どもを、家に帰ってから不安なくお世話

するには、受診の際の、良い準備と受け答えにコツがありま

す。まず、母子手帳を忘れずにもっていきましょう。もちろ

ん日頃から健診や予防接種の内容・日時などを記入しておく

ことが必要です。次に、診察に際し、医師に相談したい事や

病気の経過を具体的にわかりやすく時間を追って説明でき

るようにメモしていくことが必要です。そうすることで、聞

き忘れや、帰りの診察室のドアの所で追加注文して気まずい

雰囲気にならずに済みます。そして、うつる病気が考えられ

る時は受付で早めに知らせます。診察室ではあらかじめ前あ

きなど脱がせやすい服を着せておき、できるだけ全部ぬが

せ、全身を見てもらえるようにすると良いでしょう。また、

診察が終了したら、手当の仕方・どんな薬か、飲ませ方、飲

ませる時間をききましょう。 

 子どもが病気だとそれだけで動揺するものです。これから

は、あせらず、おちついて、診察をうけましょうね！ 

ちとせっこセンターの児童館に遊びに来ている子どもた
ちが考えた大喜利です。小学生ともなると、こんな発想が
できるんですね。 



 



 



＜７月＞

日　程 行　　事 場　　所 お問い合わせ先

  ２日（土）  パパ交流会  ちとせっこセンター  健康母子係（24-0771）

  ４日（月）  子育て塾「マタニティヨガ」  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（金）  不思議の国★アリスであ・そ・ぼ  アリス保育園  アリスこどもセンター（24-8341）

１１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）

１５日（金）  子育て講座「グランパグランマ」  ちとせっこセンター  ちとっせここどもセンター（40-1717）

２０日（水）  離乳食講座（前期～中期）  ちとせっこセンター  ちとせっここどもセンター（40-1717）

２５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）

２５日（月）  ミニ講座「トイレット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）

＜８月＞

日　程 行　　事 場　　所 お問い合わせ先

　６日（土）  体験パパクラブ  総合保健センター  健康母子係（24-0771）

１９日（金）  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） サテライト講座『幼稚園てどんなとこ？』  アリス保育園 アリスこどもセンター（24-8341）

２６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）

＜９月＞

日　程 行　　事 場　　所 お問い合わせ先

　２日（金）  離乳食講座  ちとせっこセンター  ちとせっここどもセンター（40-1717）

　５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）

１２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）

１４日（水）  ミニ講座「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）

１６日（金）  子育て講座「制作：ちっちゃな秋みつけたよ」  アリス保育園  アリスこどもセンター（24-8341）

※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。

平成23年5月27日（金）今年度最初の「ちとせ子育て支援ネットワーク会議」が行なわれました。37団体から４
9名の方が参加。5ヶ所の子育てサークルも子連れで参加し、千歳の子育てについて情報交換をしました。
このネットワーク会議のいいところは。支援団体だけが集まっての会議ではなく、実際に
子育てをしているママたちからの意見が聞けるところ。民生委員さんとの意見交換では、
「サロンのことはなんとなく知っていたのですが、地域が違っても遊びに行ってもいいの
ですか？」など質問も出ており、同じグループの民生委員さんからは「是非遊びにきてく
ださいね。」と返事をいただき、後日遊びに行くことになりました。子育てを支援する団体
や機関についてはまだまだPR不足のところもありますが、今後もこのネットワーク通信
を利用しながら、色々な育児に関した情報をお伝えしたいと思っています。

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・健康推進課編

ちとせ子育て支援ネットワーク会議



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

おはなし会 

 
 
７月 ３日(日)14:00～ 
   
８月 ７日(日)14:00～ 
  
９月１１日(日)14:00～（第１日曜日が蔵書点検で休館の

ため変更になっています） 

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 
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 

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 

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 
 
     

子ども向けの上映会 

 
 
 子育てネットワーク通信を担当するようになって

第1回目。これからも、この通信を手にとってみて

くださる多くの方々の声を反映できるような通信を

作っていきたいと思います。『子育て情報のこんなこ

とを知りたい』『こんな特集をして欲しい』また、『子

育てしやすい街にするにはこうあって欲しい』など

…たくさんの声をお待ちしています。 

 千歳市内で子育てをしているママたち、そして、

支援している方々みんなの輪が広がるきっかけの一

つになれますように。     ～事務局 相澤～

だるまさんシリーズは、特にストーリーがある訳でなく、その動き

や表情、擬音語だけで進んでいくとってもシンプルな絵本です。だ

るまさんがとてもユニークでキュート。どんどん惹き込まれていきま

すよ。 ぜひ手にとってみてくださいね～。 

 

 

  
  

開館時間  
午前 10時～午後7時 
休館日 第 3月曜日 
    蔵書点検期間 
    年末年始 

電話  26-2131 

絵本の紹介 

 

 

 

・８月２８日～９月５日  

蔵書点検で休館です。

お知らせ 

かがくい ひろし・ブロンズ新社

※ 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。 
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