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千歳北交ハイヤー

千歳北交ハイヤー株式会社　千歳市信濃1丁目8-14

▼ 御予約･配車はコチラまで!

ご利用時のマスク着用をお願いいたします。

TEL.0123-23-4141
タクシー乗務員
増員募集中!!

詳細はお気軽にお問い合わせ下さい！

応募･お問い合わせはコチラ▼
TEL.0123-23-4145

いつもご利用頂きありがとうございます。

全車抗菌加工済 ペイペイ使えます

ちとせ・まち
魅力検定2020
応用編Ⅰ 問題は15ページ

問題1  ア、イ、エ
問題2    エ）ニシキギ
問題3   エ）ヤマメ
問題4   ウ→エ→イ→ア（新しい）
問題5   問1　ア）国土交通大臣

 問2　2

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）

お待たせいたしました！
5月1日から毎週、土曜
日開館します。予約制に
なっていますので、詳しく
はセンターまでお問合せ
ください。

土曜開館

毎週土曜日
支援センターに行ってみたいけど「きっかけ」がないと思ってい
る方、ぜひこの日に支援センターデビューしてみませんか？
デビュー記念のフォトコーナーで写真が撮れます。また、子育
てコンシェルジュに幼稚園や保育施設に関する情報を聞いた
り、子育て相談もできますよ。　※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8日（土）10時～
15時45分

支援センターデビューDAY

5月8日（土）

6月18日（金）

「簡単♪スキンシップヨガ」
講師：おひさまヨガ教室

緒方歩実氏

親子でのびのびストレッ
チをしましょう。
●とき／6月18日（金）10時～ 10
時30分（3カ月～ 11カ月の子と保
護者）、10時40分～ 11時10分（1
歳～就学前の子と保護者）　●対象
／3か月～就学前の子と保護者　●
申込日／5月27日（木）・28日（金）　
●定員／各12組（申込順）

5月6日（木）

あそびの芽～
お庭であそぼう！

センターのお庭でシャボ
ン玉や砂遊びなどをして
みんなであそびましょう。

●対象／就学前の子と保護者　
●とき／ 5月6日（木）10時
～ 11時　●申込／事前に当
日の利用予約をお願いします。

5月15日（土）

コンシェルジュ
土曜日も相談Day

子育てコンシェルジュが
土曜日も相談に応じま
す。　※事前にお電話を
ください。

6月8日（火）

教えて！ファミサポ・緊サポ

千歳市ファミリー・サポート・
センター、千歳市緊急サポート
ネットワークの仕組についての
お話しを聞き登録ができます。

●とき／ 6月8日（火）10時～
11時　●対象／就学前の子の保
護者、妊娠中の方　●申込日／ 5
月17日（月）・18日（火）　●定
員／ 10人（申込順）

6月1日（火）

「親子で育てよう野菜講座」
講師 : みなみ農園南里奈

プランターでできるプチト
マトの育て方のコツを学び、
親子で育てましょう。
●とき／ 6月1日（火）10時～
11時　●対象／就学前の子と保
護者　※託児はありません。親
子での参加になります。　●申
込日／5月13日（木）・14日（金）　
●定員／ 8組（申込順）

●対象／就学前の子の保護者、
妊娠中の方　●とき／ 5月15
日（土）10時～ 15時

5月16日（日）

休日開館

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／ 5月16日（日）10時
～ 12時、14時～ 16時　●
申込／ 5月10日（月）13時
30分～

●対象／生後3カ月～8カ月の子と保
護者　●とき／6月2日・16日・30
日（水）・7月7日（水）午前の部10時
～11時、午後の部13時～14時　●
申込日／5月6日（木）・7日（金）　●
定員／午前・午後の部 各12組抽選

6月2日・16日・30日（水）・7月7日（水）
同じくらいの月齢のお子さんが
連続4回集まって、わらべうたや
ベビーマッサージなどを親子で
たのしみます。

あかちゃんランド

5月13日・20日・27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。

毎日 5月12日・19日（水）

おおきくなったかな～毎日
計測出来ます！（申込順） 足育の日（申込順）

身長や体重を計ることが
出来ます。

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。

●対象／乳幼児と保護者　●
とき／ 5月12日・19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。

5月18日（火）

5月誕生会（申込順）

5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／ 5月18日（火）11時～　
●申込／ 5月10日（月）～
14日（金）12～ 15時

●対象／乳幼児と保護者　●
とき／ 5月13日・20日・27
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。

5月10日・24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／ 5月10日・24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12日（水） 5月25日（火）

食育相談日（申込順） 絵本のひろば（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！

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　●定員
／3組　●とき／5月12日（水）
13～14時　●申込／4月30日
（金）～7日（金）12～15時

5月14日・28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。
（星空の日もあります。）
●対象／乳幼児と保護者　
●とき／ 5月14日・28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。

●対象／乳幼児と保護者　
●とき／ 5月25日（火）11時
～　●申込／ 5月17日（月）
～ 21日（金）12～ 15時　

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

55・・66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。

管理栄養士のお話を聞き
ながら、赤ちゃんの離乳食
について学びます

●対象／離乳食に興味のある方　
●とき／ 5月31日（月）13時
30分～ 14時40分　●定員／
12人（申込順）　●申込日／5月
10日（月）・11日（火）

離乳食講座

5月31日（月）
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♪　※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21日（金）11時～
11時20分

おはなしだいすき♪

5月21日（金）
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／ 6月6日（日）10時～
12時、14時～ 16時　●申込／
5月31日（月）から　●定員／
20組（申込順）

休日開館

6月6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）


	16

