
2020年11月27日（金）ちゃんと 18

ちとせっこセンター
千歳市花園 4丁目 3-1
……………………………
☎ 0123-40-1717
☎ 0123-40-1727
（9時～ 17時 30分）

ちとせ子育てコンシェル
ジュに相談ができます。

●対象／就学前の子の保護者・
妊娠中の方　●とき／ 12月5
日（土）10時～ 15時　●申込
／事前にお電話をください

コンシェルジュ
土曜相談Day

12月5日（土）

例年のようなクリスマス会は
開催しませんが、クリスマスの
雰囲気を皆で楽しみましょう。

大型絵本などを一緒に楽
しみましょう♪

●対象／就学前の子と保護者　
●とき／ 12月14日（月）～ 17
日（木）　11時30分～ 11時50
分、15 時 30 分 ～ 15 時 50 分　
●申込／参加を希望される方は
当日の利用予約をお願いします。

●対象／生後9カ月～ 1歳半の
子と保護者（開始日時点での月
齢）　●とき／午前の部10時～
11 時、午 後 の 部 13 時 ～ 14 時　
●定員／各12組（抽選）※申込
多数の場合、初参加優先としま
す。　●申込／ 12月17日（木）、
18日（金）

●対象／就学前の子と保護者　
●とき／ 12 月 23 日（水）11
時 30 分～ 11 時 50 分　●申
込／参加される方は当日の利
用予約をしてください

●対象／生後3カ月～ 8カ月の
子と保護者（開始日時点での月
齢）　●とき／午前の部10時～
11 時、午 後 の 部 13 時 ～ 14 時　
●定員／各12組（抽選）※申込
多数の場合、初参加優先としま
す。　●申込／ 12月21日（月）、
22日（火）

●対象／ 1歳7カ月～就学前ま
での子と保護者（開始日時点での
月齢）　●とき／ 10 時～ 11 時　
※お庭で雪遊びをする回もあ
ります（悪天候時は室内遊び）。　
●定員／ 12組（抽選）※申込多
数の場合、初参加優先とします。　
●申込／ 12月23日（水）

ポイントタイム～クリスマ
スバージョン♪

あそびの広場
おはなしだいすき♪

12月14日（月）～17日（木）

1月19日、26日、2月2日、9日（火）
12月23日（水）

1月20日、2月3日、17日、3月3日（水） 1月28日、2月4日、18日、25日（木）

12月20日（日） 1月17日（日） 1月20日（水）、21日（木）

休日開館 休日♪　笑いヨガ講座 お手玉作り講座

月 1 回、日曜日も遊べる
よ！ ※今月は人数制限が
ありますので事前に利用
予約をお願いします。

親子でも！　家族でも！　
ぽかぽかになりましょう。

持ち運びができていろいろな
あそびのバリエーションがあ
るお手玉を手作りしましょう。

●対象／就学前の子と保護者　
● と き ／ 12 月 20 日（ 日 ）9 時
30 分～ 12 時　●申込／ 12 月
14日（月）13時30分～

●対象／就学前の子と保護者　
●とき／ 1月17日（日）10時
30 分～ 11 時 30 分　●定員
／ 12組（申込順）　●申込／
12月8日（火）～

●対象／就学前の子の保護者　
●とき／ 1 月 20 日（水）、21 日

（木）10時～ 11時　※どちらか
1回の参加になります。　●定員
／各4人※託児を希望される方
はお申出ください。　●申込／
12月22日（火）・23日（水）

12月14日（月）～18日（金） 1月27日（水）

メリークリスマス♪
みんなで踊ろうWeek 離乳食講座

クリスマスの雰囲気を親
子で楽しみましょう。

離乳食の進め方を栄養士
がお話しします。

●対象／就学前の子と保護者　
●とき／ 12月14日（月）～
18 日（ 金 ）11 時 30 分 ～ 11
時 50 分、15 時 30 分～ 15 時
50分　●申込／事前に当日の
利用予約をお願いします。

●対象／内容に興味のある方、
妊 娠 中 の 方　 ● と き ／ 1 月 
27 日（ 水 ）13 時 30 分 ～ 14
時 40 分　●定員／ 12 人（申
込順）　●申込／ 12 月 24 日

（木）、25日（金）

●対象／就学前の子と保護者　
●とき／ 12 月 6 日（日）9 時
30 分～ 12 時　●申込／ 11
月30日（月）～　※人数制限
がありますので利用予約をお
願いします。

12月6日（日）

月 1 回、日曜日も遊べる
よ！

休日開館

毎日

12月15日（火）

おおきくなったかな～毎日
計測出来ます！（申込順）

12月誕生会（申込順）

身長や体重を計ることが
出来ます。

12月生まれのお友達の誕生
会です。フォトスポットで
記念写真を撮りませんか♪

12月1日、22日（火）

12月16日（水）

12月7日（月）～11日（金）

12月16日、23日（水） 12月17日、24日（木） 1月15日（金）

絵本のひろば（申込順）

食育相談日（申込順）

クリスマスウィーク
（申込順）

足育の日（申込順） リズムDEあ・そ・ぼ♪　
楽器大好き！（申込順）

子育て講座
「どうするイヤイヤ期」

（抽選）

お子さんの月齢に合わせ
絵本の読み聞かせをしま
す。

離乳食や食事の事で困った
こと等、気軽に栄養士に相
談してみませんか！

フォトスポットでパチリ！　
ゲームや制作で楽しい思い
出、作りましょう♪

凹凸のあるマットを踏ん
で、足裏を刺激し足育しま
せんか♪

色々な楽器でリズムを一
緒に楽しみましょう。

どの子にもやってくるイ
ヤイヤ期、みんなで一緒に
乗り切りましょう。

●対象／乳幼児と保護者　●
とき／ 12 月 1 日、22 日（火）
11時～　●申込／参加希望の
方は、当日の利用予約をお願
いします。

●対象／乳幼児と保護者　●
とき／ 12月16日（水）13時～
14時　●申込／12月7日（月）
～ 11日（金）12時～ 15時

●対象／乳幼児と保護者　●と
き／ 12月7日（月）～ 11日（金）
10時～ 10時50分、11時～ 11
時50分　●定員／各回5組ずつ　
●申込／ 12月1日（火）～ 4日

（金）12時～ 15時

●対象／乳幼児と保護者　●
とき／ 12月16日、23日（水）
10時～ 12時　●申込／参加
希望の方は、当日の利用予約
をお願いします。

●対象／乳幼児と保護者　●
とき／ 12月17日、24日（木）
10時～ 12時　●申込／参加
希望の方は、当日の利用予約
をお願いします。

●対象／乳幼児と保護者　●
とき／ 1月15日（金）10時～
11時　●定員／ 5組　●申込
／ 12月24日（木）、25日（金）
12時～ 15時

●対象／乳幼児　●とき／毎日
自由に計ることが出来ます（10
時 ～ 12 時 ）。　 ※ 12 月 16 日

（水）10時～ 12時は職員が計測
のお手伝いをします。　●申込
／参加希望の方は、当日の利用
予約をお願いします。

●対象／乳幼児と保護者　●
とき／ 12月15日（火）11時
～　●申込／ 12 月 7 日（月）
～ 11日（金）12時～ 15時

12月14日、21日（月）

はじまるよ～みんな大好き♪
紙芝居・大型絵本（申込順）

紙芝居や大型絵本、一緒に
楽しみましょう。
●対象／乳幼児と保護者　●
とき／ 12月14日、21日（月）
11時～　●申込／参加希望の
方は、当日の利用予約をお願
いします。

アリスセンター
千歳市勇舞 1丁目 1-1
……………………………
☎ 0123-24-8341

（月～金／ 10時～ 15時）

千千歳歳市市子子育育てて
支支援援セセンンタターー
かかららののおお知知ららせせ
各センターに直接問合せお申込ください

1212・・11月月

ちとせっこセンター・げんきっこセン
ター・アリスセンターは現在開館してい
ます！　利用方法など詳しい内容につき
ましては、ホームページやブログ、または
各支援センターにお問い合わせください。

げんきっこセンター
千歳市新富 1丁目 2-14
……………………………
☎ 0123-26-2070
☎ 0123-26-2080
（9時～ 17時 30分）

年末年始の休館日：
12月29日（火）～1月3日（日）

同じくらいの年齢のお子さんが集まり、身体を使った遊びや制作などを親子で楽しむ
4回コースです。子育て座談会や、図書館司書さんのお話会もあります。

「あかちゃんランド」全4回 「わくわくランド」全4回「にこにこランド」全4回

年末年始の休館日：
12月29日（火）～1月3日（日）

年末年始の休館日：
12月29日（火）～1月3日（日）

あんなちゃんゆいちゃん&ゆなちゃん かなたちゃんゆうりちゃん かなめちゃん
千歳市富丘　ゆいゆなママさん 千歳市富丘　akari さん恵庭市有明町　みすずさん 恵庭市恵み野　あやさん 恵庭市島松　こぺみさん 恵庭市春日　えっちゃんさん

りおちゃん

千歳・恵庭のおともだち掲載中♪




