
2021年3月26日（金）ちゃんと 20

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）

4月15日（木）

くりねずみのおはなし会

図書館司書が絵本の読み
聞かせなどをします。親
子で楽しみましょう。

●対象／就学前の子と保護者　
●とき／ 4月15日（木）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。

5月19日（水）

企業連携ぷちゼミ～産後ボディメンテナン
ス講座（提供：北星館 /ライフ・オステオパ

シー・センター整体院）

育児、家事の合間にできる骨盤メンテナ
ンス、リフレッシュ体操を理学療法士や
整体師と一緒にやってみましょう。

●とき／ 5月19日（水）10時～ 11時　●対象
／産後6カ月までの方（初回の方優先）　●申込
／ 4月16日（金）～　●定員／ 12人（申込順）
※託児はありません。お子さんと一緒の参加に
なります。

5月12日（水）

転勤してきた人
あ～つまれ！

千歳市内の保育施設の紹介やマ
マ同士の座談会などをします。

4月18日（日） 5月10日（月）

休日開館 2歳あ～つまれ♪

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。

同じ年齢の子と一緒に楽
しく遊びましょう！

●対象／就学前の子と保護
者　●とき／4月18日（日）
9時30分～ 12時　●申込
／ 4月12日（月）13時30
分～

●対象／ 2歳0カ月～ 2歳11
か月の子と保護者　●とき／
5月10日（月）10時～ 11時　
●申込／ 4月15日（木）・16
日（金）　●定員／15組（申込
順）

4月17日（土） 4月20日（火）

コンシェルジュ土曜相談
Day

あそびの芽～こいのぼり作
り

ちとせ子育てコンシェル
ジュに相談ができます。

親子でこいのぼりを作っ
てお家に飾りましょう。

●対象／就学前の子の保護
者、妊娠中の方　●とき／
4月17日（土）10時～ 15
時　●申込／事前にお電話
ください。

●対象／就学前の子と保護
者　●とき／4月20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。

●対象／千歳市に転入して3年未満
で長子が就学前の子の保護者　●と
き／ 5月12日（水）10時～ 11時　
●申込／ 4月19日（月）・20日（火）　
●定員／ 15人（申込順）※託児はあ
りません。お子さんと一緒の参加に
なります。

2021 年度の「あそびの広場」が始まります！
　あそびの広場は、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連続 4回コー
スです。子育ての情報交換ができる座談会や、年齢に合わせてベビーマッサージ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」・「にこにこランド」は春と秋。「わくわくランド」は春・秋・冬に開催予定です。
※各ランドは開始日時点での月齢でお申し込みください。また、抽選では各ランドに初めて参加する方が優先となります。

定員 午前・午後の部 各12組 抽選 定員　14組　抽選
●対象／生後9カ月～ 1歳半の子
と保護者　●とき／ 5/11・5/18・
5/25・6/1　毎週火曜日全4回コー
ス、午前の部10時から11時、午後
の部13時から14時　●申込日／
4月20日（火）・21日（水）

●対象／1歳7カ月～就学前まで
の子と保護者　●とき／ 5/13・
5/20・5/27・6/3　 毎 週 木 曜
全4回コース、午前の部のみ開催
10時から11時15分　●申込日
／ 4月22日（木）・23日（金）

にこにこランド わくわくランド

●対象／生後3カ月～ 8か
月の子と保護者

開催は 6 月になりますの
で詳細は次号でお知らせ
いたします。

あかちゃんランド

4月6・20・27日（火）

絵本のひろば（申込順）

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／ 4月6・20・27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。

4月13日（火）

4月誕生会（申込順）

4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／ 4月13日（火）11時～　
●申込／ 4月5日（月）～ 9
日（金）12～ 15時

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～ 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。

4月16日（金）、5月21日（金）

「はじめてママ講座2回コース」（抽選）

赤ちゃんが生まれて初めてママになった方の講座です。
1回目は、「わらべうたベビーマッサージ」、2回目は「離
乳食講座」です。

●対象／第1子を子育て中の親子（生後10ヶ月までの子と保護者）　
●とき／①4月16日（金）10～ 11時　②5月21日（金）10～ 11
時　内容：①わらべうたベビーマッサージ　②離乳食講座　●定員
／ 5組（抽選）　●持ち物／①のみバスタオル・飲み物　●申込／ 4
月5日（月）・6日（火）12～ 15時

4月7日・21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／ 4月7日・21日（水）10 ～
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。

4月8・15・22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／ 4月8・15・22
日（木）10 ～ 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。

4月9日・23日（金）

ヒーリングDay

焚火の火（1/f）の揺らぎの
映像を見てリラックスしま
せんか。1/f揺らぎには、リ
ラックス効果があります。
●対象／乳幼児と保護者　
●とき／ 4月9日・23日（金）
●申込／参加希望の方は、当
日の利用予約をお願いします。

4月21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！

●対象／乳幼児と保護者　●定
員／ 3組　●とき／ 4月21日
（水）13～ 14時　●申込／ 4月
12日（月）～ 16日（金）12 ～
15時

4月12日・19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／ 4月12日・19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。

5月21日（金）・24日（月）

1歳あ～つまれ♪

同じ年齢の子が集まって一緒に遊んだ
りママ同士の座談会をしたりします。

●とき／ 5月21日（金）10時～ 11時（1歳
0カ月～ 1歳5カ月の子と保護者）　5月24
日（月）10時～ 11時（1歳6カ月～ 1歳11
カ月の子と保護者）　●対象／ 1歳0カ月～
1歳11カ月の子と保護者　●申込／ 4月22
日（木）・23日（金）　●定員／各10組（申込
順）

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）

休館日：4月1日（木）

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

4・54・5月月
各センターに直接問合せ、お申込ください。

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。

お庭でシャボン玉遊びを
しましょう！※雨天中止

月1回、日曜日も遊べるよ！
※人数制限がありますので
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27日（火）10時
から11時まで　●場所／セン
ター1階、お庭に直接集合。※
予約不要

季節の遊びをたのしもう！

4月27日（火）

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／ 4月21日（水）11時
30分～ 11時50分　※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／就学前の子と保護者　
●とき／ 5月2日（日）9時
30分～ 12時　●申込／ 4月
26日（月）～　●定員／ 20
組（申込順）

おはなしだいすき♪ 休日開館

4月21日（水） 5月2日（日） 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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