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6月11日・25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／ 6月11日・25日（金）10 ～ 14時　●申込／参加
希望の方は、当日の利用予約をお願いします。

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）

孫育ての方法やコツ、孫育て
の今と昔について学びます。

「祖父母講座」
知っておくとためになる！

7月6日（火）
音楽の生演奏やママに向けて絵
本の読み聞かせの他、おしゃべ
りをして楽しいひと時を過ごし
ましょう。

●講師／大和　弥生　氏　●対象／就
学前のお子さんをもつ保護者　●とき
／ 7月2日（金）10時～ 11時　●申込
／ 6月22日（火）、23日（水）※保育が
必要な方はお申し出ください。　●定
員／ 12人（申込多数の場合は抽選）

音楽や絵本でほっこり♡
リラックス講座

7月2日（金）

7月8日（木）

歯と幼児食

歯科衛生士と管理栄養士
が子どもの虫歯予防と食
事についてのお話をしま
す。
●とき／ 7 月 8 日（木）10 時 30 分
～ 11時15分　●申込日／ 6月14
日（月）・15 日（火）　●定員／ 12
人（申込順）

7月7日（水）

あそびの芽
～2歳あ～つまれ♪mini ～

みんなと楽しく遊びま
しょう！
●とき／ 7 月 7 日（水）11 時
～ 11時30分　●対象／ 2歳
0カ月～ 2歳11カ月の子と保
護者　※参加を希望される方
は当日の利用予約をお願いし
ます。

7月6日（火）

双子ちゃんあ～つまれ♪

みんなで楽しく遊びま
しょう。

●とき／ 7 月 6 日（火）10 時
～ 11 時　●対象／就学前の
多胎児と保護者　●申込日／
6 月 16 日（ 水 ）・17 日（ 木 ）　
●定員／ 4組（申込順）

6月25日（金）

あそびの芽
～赤ちゃんとのほっこりタイム～

親子のスキンシップあそ
びをゆったり楽しみま
しょう。
●とき／ 6月25日（金）11時
～ 11 時 30 分　●対象／ 11
カ月までの子と保護者　※参
加希望の方は当日の利用予約
をお願いします。

7月1日（木）

プレママカフェ
～赤ちゃんを迎える準備を楽しもう～

子育てを応援する施設の紹介
をします。また、助産師と一緒
にプレママ同士でお話しをし
ましょう。

●講師／マナ助産院　木戸　晶子　
氏　●とき／ 7月1日（木）10時～
11時　●対象／妊娠中の方（初めて
子育てをされる方）　●申込／ 6月
11日（金）～　●定員／5人（申込順）

●対象／就学前の子と保護者　
●とき／ 6月24日（木）11時～
11時30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。

6月24日（木）
図書館司書さんによる大型
絵本やエプロンシアター、
絵本の紹介をしてくれます。

「おはなしだいすき♪」
図書館司書さんがやってくる！

6月8日（火）

6月誕生会（申込順）

6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／ 6 月 8 日（火）11 時～　
●申込／ 6 月 1 日（火）～ 6
月4日（金）12 ～ 15時

毎日

おおきくなったかな～毎日
計測出来ます！

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。

6月16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 ／ 6 月 16 日（ 水 ）10 ～
12時　●申込／ 6月7日（月）
～ 11日（金）12 ～ 15時

6月10日・17日・24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／ 6月10日・17日・
24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。

6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／ 6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。

7月13日（火）

こども写真を撮るヒント

お子さんの写真の撮り方のヒ
ントをプロのカメラマンから
学びましょう。
● 講 師 ／ Photo studio any　 谷　
悟　氏　●とき／ 7 月 13 日（火）
10 時～ 11 時　●対象／就学前の
子の保護者　●申込日／ 6月21日

（月）・22日（火）　●定員／ 8組（申
込順）　※デジカメやスマホなどの
カメラをお持ちください。

6月23日（水）

企業連携ぷちゼミ
提供：トリーニ「芝生DEヨガ」（抽選）

緑の芝生の上で新鮮な空気を吸いながら、ヨガでリフ
レッシュしませんか♪

●対象／乳幼児と保護者　●とき／ 6月23日（水）10時～ 11時（雨
天時①10時～ 10時40分　②11時～ 11時40分）　※雨天時は、
AM9時にHPでお知らせします。　●定員／ 10組（雨天時は5組×
2回）　●持ち物／ヨガマット又はバスタオル、飲み物、帽子　●申
込／ 6月7日（月）・8日（火）12時～ 15時

6月15日・22日・29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 ／ 6 月15日・22日・29
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。

6月16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／ 5組　●とき／ 6月16
日（水）13 ～ 14 時　●申込
／ 6月7日（月）～ 11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

66・・77月月

ちとせっこセンター・げんきっこセン
ター・アリスセンターの利用方法など詳
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。

●講師／子育て応援クラブ　奥
山　佳子　氏　●対象／就学前
の子の祖父母（ご家族も一緒に参
加できます）　●とき／ 7月6日

（ 火 ）10 時 30 分 ～ 11 時 30 分　
●申込／ 6月7日（月）～

6月19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。

●対象／就学前の子の保護
者、妊娠中の方　●とき／
6 月 19 日（ 土 ）10 時 ～ 15
時　※事前にお電話をくだ
さい。

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／ 7 月 4 日（日）① 10 時
～ 12 時　② 14 時～ 16 時　※
どちらか1回の利用になります。　
●申込／ 6月28日（月）～

休日開館

7月4日（日）
お庭で運動あそびをたのし
みましょう。
●対象／就学前までの子と保護
者　●とき／ 7 月 5 日（月）10
時～ 11 時　※雨天中止　●と
ころ／センター 1階、お庭に直
接集合　●申込／ 6月28日（月）　
●定員／ 15組（申込多数の場合
は抽選）

一緒にあそぼう！
2歳・3歳

7月5日（月） 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）

360

TEL.0123-27-0911
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