
 

 

 

 

 

 

 

                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３6 号 

（年 2回発行）2019．4．１発行 
春・夏号 

（発行） 
「ちとせ子育てネットワーク」 
（事務局） 
千歳市子育て総合支援センター 

 ちとせっここどもセンター係 
ＴＥＬ：0123-40-1717 

 

千歳市内で初めての子育て支援センターができたのは 20年前…20年とはひと言では言い表せない 
長い長い道のりであったかと思います。育児中のママ達の拠り所となった支援センター。 
今回のネットワーク通信では、アリス支援センター初代の児玉センター長よりご寄稿いただきました。 
 

「アリス子育て支援センタ―」20周年を迎えて 

 

                          初代センター長  児玉 美津子 

 

平成 11 年アリス保育園に、道内でも数少ない「保育所地域子育て支援センター」を開設しま

した。育児に悩む家庭に保育所が持つ子育てのノウハウを生かすためでした。育児力を高める講

座を開講し、乳児クラスでオムツ替えや離乳食を食べさせる体験等も行いました。 

平成 20 年、ちとせっこセンターができるまで 10 年間市内に 1 ヵ所でしたので、各地から多

数の視察と研修の受入れを依頼され、責任の重さを痛感すると共に子育て支援の輪が広がる喜び

を感じたものでした。 

一方的な指導ではなく、ママ達がキャリアを生かし、自己実現できるような応援をしていきた

いとの思いから平成 17年「子育て情報誌 HAPPYママ」の作成を呼びかけました。 

取材の為、各幼稚園・保育所に足を運んだママ達は、園の雰囲気を感じたり社会との関わりを

深めていきました。公園マップでは、子ども連れにとっては重要なチェックポイントのトイレや

強い日差しを防ぐあずま屋があるか等、ママならではの目線で情報を集め 1冊 1冊手作りで製本

しました。  

楽しい事、大変な事も沢山ありましたが、完成した時、充実感で誇らしく輝いていたママ達の

顔が忘れられません。 

 平成 31年 4月「あんじゅ子育て支援センター」が春日町にオープンします。法人として 2か

所目となります経験を活かし、千歳市の乳幼児から中高生までの子育て支援に貢献したいと思っ

ております。 
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開館時間 午前 10 時から午後 7 時まで 
休 館 日 第 3 月曜日・年末年始 
8 月 28 日～9 月 5 日（蔵書点検のため） 
電    話 26-2131  

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。 

子ども向け上映会 
4 月 7 日（日） 
5 月 5 日（日） 
6 月 2 日（日） 

7 月 14 日（日） 
8 月 11 日（日） 
9 月 8 日（日） 

毎月第 4 月曜日 
10：30～12:00 
赤ちゃんタイム 

「赤ちゃんタイム」ってなあに？ 
「赤ちゃんが泣いてしまったり、 
大きな声を出してしまったりしても 
あたたかく見守りましょう」という 

時間のことです。 
赤ちゃんを連れているとなかなか 
図書館へ足を運びにくい…という方も
「赤ちゃんタイム」に合わせて、 
お子さんと図書館デビューして 

みませんか？ 

 

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] 

21 日(日)11:00～Ｅ絵本くらぶ 

28 日(日)11:30～日曜おはなし会  

[しゃぼんだま] 

 
 

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] 

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] 

 

 
 

1 日(土)14:00～おはなしぐるんぱ 

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] 

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] 

 

 
 

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] 

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] 

 

 

 
 

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] 

18 日(日)11:00～Ｅ絵本くらぶ 

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] 

 

 
 

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 

18 日(水)11:00～おはなしの会  

[ピノキオ] 

22 日(日)11:30～日曜おはなし会  

[しゃぼんだま] 

28 日(土)11:00～くりねずみ 

 

 
 

 

移動図書館ブッくん 

毎月第 2・4 金曜日 

13：20～14：10 

ちとせっこセンター 
駐車場にて 

☆特別行事☆ 
平成 31 年度こどもの読書週間事業 

真珠まりこさんによる 
「もったいないばあさん」のおはなし会 

日  時 ４月 27日（土）14：00～15：30 

場  所 千歳市立図書館 ２階 AV 室 

対  象  小さなお子様からどなたでも 

定  員 100名（要整理券） 

持ち物  筆記用具（サインペンなど） 

    3月 20 日（水）より整理券配布開始 

       （電話での申込み可） 

 

図書館まつり  
7 月７日（日）開催予定 

 
ネットワーク通信に携わって何度目かの春。 
子育て支援がいろいろな方たちの支えによって

成り立つということを改めて感じ、 
支援の輪がさらに拡がっていく途中に関われた

幸せをかみしめています。 
これからも、のびやかにゆっくりと。 

新たな出逢いが繋がって、どこまでも続く 
子育て支援でありますように。 

（安藤） 

 



 

ちとせ子育てネットワーク報告 
平成 30 年度３回目（交流会）の子育てネットワークは、「一般社団法人 ぴんぽんはーと」の魚岸あや子氏を

お迎えし、「笑顔でつながるから支え合える」というテーマのもと、花園コミュニティセンターで開催しました。

今回は５２名の方々が参加され、改めて支援をしている人同士が繋がる大切さを学びました。 

              

魚岸あや子 氏 
一般社団法人 ぴんぽんはーと 

こどもの靴選び 

もっと知っておきたい  子どもの成長に合わせた靴選びとは？ 

 0～１歳 2～3歳 4～7歳 

よちよち歩きには 
ハイカットの靴 

 
転んだりつまずいたりす

ることも多い時期。靴底が
平らで安定感があり、足首
やかかとをしっかり守れる
強度、つま先に充分な高さ
と硬さがあるものを選びま
しょう。 

自分で広げて締められる 
マジックテープの靴 

 
何時間でも疲れず遊べる

ように、親指の付け根部分が
ラクに曲がる靴がおすすめ。
また、履くときに広げやすく
しっかり留められるベルト
付きを選びましょう。 

体重を支えてくれる 
クッション性のいい靴 

 
走ったり、ジャンプした

り自由に動けるようになっ
た子どもには、靴底にクッ
ション性のいい靴で、足首
や膝への負担を減らしてあ
げましょう。 

春になりました。だんだん暖かくなってきて、これからお出掛けしやすくなりますね。 
お子さんに合う靴を選んで、一緒にお散歩するのも楽しい季節。 

たくさん歩くといろいろな発見がありそうですね。 
 
よく転んだり疲れやすいのは、実は靴がきちんと履けて
いないから。正しい履き方で改善します。 

歩行のトラブルや疲れは、足の固定不足で起
きる靴内での足の前滑りが原因。ギュッと締
めるテープは、車のシートベルトのような役
割をします。ベルトをしっかり留めると、 
靴が足と一体となり歩きやすく、かけっこも
速くなるうえ、疲れにくくもなります。また、
かかとから安定して地面に足がつくので、 
ねんざ等のけがの予防にも！ 

子どもの足に合ったサイズの靴を選びましょう！ 

赤ちゃん～幼児の足はま
だ骨が固まっていないた
め、履く靴や履き方の善し
悪しで容易に変形してし
まいます。靴で足先が圧迫
され足の指が曲がってし
まうことも。そのため、足
を正しく計ってサイズ選
びをしましょう。計る場所
は４か所。「足長」かかと
の後ろから、つま先の１番
先までを左右両足、「足囲」
足指と足の甲の間の１番
幅の広い部分の太さ１周
を左右両足です。その４か
所の中で１番大きい部分
に合わせたサイズを選び
ましょう。 [こどもMOE]より 

 

ゆるめる 

 

足囲（そくい） 

 

足長（そくちょう） 

 

合わせる 

 

STEP1 

 

STEP2 

 

STEP3 

 

固定する 

 

http://2.bp.blogspot.com/-woHxRmnvekA/UaKfHCfbPpI/AAAAAAAATz4/Z1Rtfbm2oxw/s1000/clover.png
http://2.bp.blogspot.com/-woHxRmnvekA/UaKfHCfbPpI/AAAAAAAATz4/Z1Rtfbm2oxw/s1000/clover.png
http://2.bp.blogspot.com/-woHxRmnvekA/UaKfHCfbPpI/AAAAAAAATz4/Z1Rtfbm2oxw/s1000/clover.png


幼稚園 認定こども園 認可保育所 小規模保育

受け入れ年齢
3歳～5歳
（2歳児クラスがあ
る園もあり）

1号　3歳～5歳
2号　3歳～5歳
3号　0歳～2歳

 0歳～5歳
　0歳～3歳未満
（1歳未満の園もあ
り）

入園の条件 なし

1号は特になし
2号・3号は就労・出
産などの保育の必要
性の認定を受け利用

入園手続きの場所 各幼稚園

1号は各園
2号・3号は市役所
第2庁舎保育係3番
窓口

保育時間
9:00～14:00
（各園で前後あり）

1号9:00～14:00
2号・3号は
7:00～18:00の間

延長保育

別料金であり
18:00くらいまで
（時間・料金は園
により異なる）

昼食 給食・お弁当など
給食が主
1号はお弁当の園も
あり

送迎 バス通園が主
保護者の送迎（バス
通園の園もあり）

※上記のほかにも「事業所内保育」「企業主導型保育」などがあります。

保護者の送迎

就労・出産などの保育の必要性の認定
を受け利用

市役所第2庁舎保育係3番窓口

7:00～18:00の間

別料金であり　19:00まで

                        　（小規模保育では18:00までの園もあり）

給食

子育てコンシェルジュ 

      の 

   情報コーナー 

幼稚園や保育所・認定こども園・ 

小規模保育のちがいとは？ 

子育て中の方から「幼稚園には何歳から入れるのかな？」「仕事する時に 

子どもを預ける場所は？」「認定こども園は幼稚園等と何がちがうのかな？」 

など聞かれることがあります。 

     そこで、よく質問されることをまとめてみました。 

１号認定とは・・・ 
お子さんが満３歳以上で

幼稚園等での教育を希望

される場合 

２号認定とは・・・ 
お子さんが満３歳以上で 

就労等の事由で保育所等

での保育を希望される場合 

３号認定とは・・・ 
お子さんが満３歳未満で 

就労等の事由で保育所等

での保育を希望される場合 

子育てコンシェルジュはちとせっこ・げんきっこセンターで千歳市内の子育てに関する 

情報提供や、子育てに関する相談対応を行っています。電話や自宅を訪問しての 

子育て相談も可能です。千歳で子育てをしていて困った時は気軽に声をかけてくださいね！ 

☆ちとせっこセンター（TEL ０１２３－４０－１７２７） ☆げんきっこセンター（TEL ０１２３－２６－２０８０） 

http://1.bp.blogspot.com/-v4f0UCIP0eA/UO6j3bHkm8I/AAAAAAAAKnI/4tAdU8H_yt4/s1600/youchien_tatemono.png
http://3.bp.blogspot.com/-WCXzfndJWAM/USwPa3kgZ5I/AAAAAAAAOY0/v29yKzHUvys/s1600/youchienji.png

