
2021年2月26日（金） ちゃんと15

JR千歳駅

千歳郵便局

千歳
ステーション
プラザ

プレイランド
ハッピーさん

ENEOSさん

海老天
さん

交番

浜寿しさん

ローソンさん

●

●

●●

●
中央大通 至苫小牧方面→←至札幌方面

↑
至
サ
ー
モ
ン
パ
ー
ク

↑
至
サ
ー
モ
ン
パ
ー
ク

至
36
号
線
・
支
笏
湖
↓

リーガルオフィスビル
《1階駐車場》

司法書士
佐藤事務所

ホテル ルートインさん

337

337

ホテルエリアワン千歳さん

クイーンズホテル千歳さん

【交通アクセス】

司法書士
札幌司法書士会会員

佐藤事務所
佐藤 大吾　 代表者 司法書士 佐藤 秀雄　司法書士

一人で悩まずに、お気軽にご相談ください!  司法書士が丁寧に対応いたします。

《office》 千歳市幸町6丁目14番地9 リーガルオフィスビル2F（1F駐車場）

tel.(0123)23-0374  fax.(0123)24-4096 https://www.satodh-office.jp/まずはお電話ください! ホームページ
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TEL.0123-27-0911

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／
3月6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

3月6日（土）

親子で楽しく身体を動かし
ましょう！
●対象／1歳10カ月～就園前の
子と保護者（プレ幼稚園のお子さ
んの参加はOK）※千歳親子体操
を初めて体験する方を優先しま
す。　●とき／4月13日（火）10
時～11時　●持ち物／水分補給
できるもの（水かお茶）、動きやす
い服装　●定員／15組（申込順）　
●申込／3月17日（水）～

企業連携ぷちゼミ 
（提供：千歳親子体操） 
「親子で運動あそび」

大型絵本やエプロンシア
ター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／ 3月16日（火）11時
30分～ 11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．

おはなしだいすき♪

3月16日（火）

4月13日（火） 3月9日（火）

あそびの芽～赤ちゃんとの
ほっこりタイム～

赤ちゃんとのスキンシッ
プあそびを楽しみましょ
う。

●対象／ 11カ月までの子と
保護者　●とき／ 3月9日
（火）11時～ 11時30分　●
申込／事前に当日の利用予約
をお願いします。

3月26日（金）

あそびの芽～おはなしなぁ
に？

大型絵本の読み聞かせな
どをします。

●対象／就学前の子と保護
者　●とき／3月26日（金）
11時 30分 ～ 11時 50分　
●申込／事前に当日の利用
予約をお願いします。

3月21日（日） 3月27日（土）

休日開館 コンシェルジュ土曜相談
Day

月1回、日曜日も遊べる
よ！　※事前に利用予約
をお願いします。

ちとせ子育てコンシェル
ジュに相談ができます。

●対象／就学前の子と保護
者　●とき／3月21日（日）
9時30分～ 12時　●申込
／ 3月15日（月）13時30
分～

●対象／就学前の子の保護
者、妊娠中の方　●とき／
3月27日（土）10時～ 15
時　●申込／事前にお電話
をください。

●対象／就学前の子と保護者　
●とき／ 3月7日（日）9時
30分～ 12時　●申込／ 3月
1日（月）～　●定員／ 20組
（申込順）

3月7日（日）

月1回、日曜日も遊べる
よ！　※事前に利用予約
をお願いします。

休日開館

3月10日（水）

食育相談日
（申込順）

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！

3月16日（火）

3 月誕生会
（申込順）

3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♪

●対象／乳幼児と保護
者　●とき／ 3月16
日（火）11時～　●申
込／ 3月8日（月）～
12日（金）12時～ 15
時

3月11日、18日、25日（木）

リズム DE あ・そ・
ぼ♪楽器大好き！

（申込順）

色々な楽器でリズム
を一緒に楽しみま
しょう。

●対象／乳幼児と保護
者　●とき／ 3月11
日、18日、25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　●定員／ 3組　●
とき／ 3月10日（水）
13時～ 14時　●申込
／ 3月1日（月）～ 5
日（金）12時～ 15時

3月8日、15日（月） 3月9日、23日、30日（火）

はじまるよ～みんな
大好き♪紙芝居・大型

絵本（申込順）
絵本のひろば
（申込順）

紙芝居や大型絵本、
一緒に楽しみましょ
う。

お子さんの月齢に合
わせ絵本の読み聞か
せをします。

●対象／乳幼児と保
護者　●とき／ 3月8
日、15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。

●対象／乳幼児と保
護者　●とき／ 3月9
日、23日、30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。

3月10日（水）

足育の日
（申込順）

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♪

●対象／乳幼児と保護
者　●とき／ 3月10
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。

毎日

おおきくなったかな～毎日
計測出来ます！（申込順）

身長や体重を計ることが
出来ます。

●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。3月10日、17
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。

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）

3月の休館日：
3月5日（金）、31日（水）

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

33・・44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。

月1回、日曜日も遊べる

よ！　※事前に利用予約

をお願いします。

●対象／就学前の子と保護者　
●とき／ 4月4日（日）9時
30分～ 12時　●申込／ 3月
29日（月）～　●定員／ 20
組（申込順）

●対象／生後8カ月までの
子と保護者　●とき／ 4月
24日（ 土 ）10時 ～ 11時　
●定員／ 12組（抽選）　●
申込／ 3月26日（金）、27
日（土）

休日開館 ベビーマッサージ

4月4日（日） 4月24日（土）
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）
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