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10月13日（水）、14日（木）

お手玉作り講座

お手玉の作り方を、実践を
交えながら学びましょう。

●講師／布の絵本「ゆめの会」　
●とき／①10月13日（水）・
②10月14日（木）10時～ 11
時　●対象／就学前の子の保護
者　●申込日／ 9月21日（火）・
22日（水）　●定員／各3人（申
込順）　※託児を希望される方は
お申し出ください。

10月1日（金）

こども園ひまわりを見に行こう！

センターの職員と一緒に見学をしましょう。

●対象／就学前の子の保護者・妊娠中の方　●とき／ 10
月1日（金）①10時～　②10時30分～　●申込日／ 9
月13日（月）・14日（火）　●定員／各4人（申込順）

9月18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／9月18
日（土）10時～ 15時　※相談
を希望される方は、事前にお電
話をください。

9月19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／ 9月19日（日）※時
間はお問合せください。　●
申込／ 9月13日（月）13時
30分～

●対象／乳幼児と保護者　●と
き／ 9月17・24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。

●対象／乳幼児と保護者　●
とき／ 9月14日（火）11時～　
●申込／ 9月6日（月）～ 10
日（金）12～ 15時

●対象／乳幼児と保護者　●
定員／ 5組　●とき／ 10月
13日（水）13 ～ 14時　●申
込／ 10月4日（月）～ 10月
8日（金）12～ 15時

●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／ 9月21・28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／ 9月15日（水）10 ～
12時　●申込／9月6日（月）
～ 9月10日（金）12～ 15時

9月17・24日（金）

9月14日（火）

ヒーリングDay

9月誕生会（申込順）

水の流れる音（1/f）を聴い
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。）

9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♪

10月13日（水）

毎日

食育相談日（申込順）

おおきくなったかな～毎日
計測出来ます！（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！

身長や体重を計ることが
出来ます。

●対象／乳幼児と保護者　●
とき／ 9月13日（月）11時
～　●申込／ 9月6日（月）
～ 9月10日（金）12 ～ 15時

●対象／乳幼児と保護者　●
とき／ 9月16日（木）10 ～
12時　●申込／9月6日（月）
～ 9月10日（金）12～ 15時

9月13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。

9月16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。

9月21・28日（火）

9月15日（水）

絵本のひろば（申込順）

足育の日（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。

ひのきの平均台や凹凸の
あるマットを踏んで、足裏
を刺激し足育しませんか♪

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）

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）

「あそびの広場」を開催します！
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！　※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。

●対象／就学前の子と保護者　
●とき／ 9月28日（火）11時
～ 11時20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

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。

おはなしだいすき♪

9月28日（火）

●対象／就学前の子　●と
き／月曜日～土曜日　9時
30分～ 16時30分

休館中も身長や体重の計
測ができますので、ご利用
の際は事前にお電話をく
ださい。

毎日すくすくの日

月曜日〜土曜日

●対象／就学前の子と保護者　
●とき／ 10月3日（日）※時
間はお問合せください。　●
申込／ 9月27日（月）～

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

10月3日（日）

●対象／就学前の子と保護者　
●とき／ 9月27日（月）①10時
～（9時50分集合）　②10時
30分～（10時20分集合）　●
集合場所／ちとせっこセンター
1Fエレベーター前　●申込／ 9
月6日（月）・7日（火）9時～ 17
時30分　●定員／各5人ずつ
（申込順）

ちとせっこセンター1階の「認定こ
ども園つばさ」を見学します。※お
子さんと一緒の参加になります。

こども園をみてみよう

9月27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）

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。

現在、新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、市内
の子育て支援センターは全館休館となっております。今後につき
ましては、市のホームページ等でお知らせいたします。事業につ
きましては、各センターに直接問合せ、お申込みください。

99・・1010月月

あかちゃんランド
●対象／生後3か月～ 8か月の子
と保護者　●とき／ 10月27日、
11月10日・24日、12月8日全4
回コース　午前の部10時～11時、
午後の部13時～ 14時　●定員／
午前・午後の部各12組抽選　●申
込日／ 9月9日（木）・10日（金）9
時～ 17時30分

にこにこランド
●対象／生後9か月～ 1歳半の子
と保護者　●とき／ 11月9日・
16日・22日・30日全4回コース　
午前の部10時～ 11時、午後の部
13時～ 14時　●定員／午前・午
後の部各12組抽選　●申込日／ 9
月2日（木）・3日（金）9時～ 17時
30分

わくわくランド
●対象／ 1歳7か月～就学前まで
の子と保護者　●とき／ 11月11
日・18日・25日、12月 2日 全 4
回コース　午前の部のみ開催10
時～ 11時15分　●定員／ 14組
抽選　●申込日／ 9月15日（水）・
16日（木）9時～ 17時30分

怪盗ちゃんとからの
怪盗ちゃんとからの挑戦状挑戦状

答えは来週の
「ちゃんと9月3日号」
に掲載！ 君にこの難問が
解けるかな？

作者：マグナム・ハートさん
作者略歴：パズル作家歴 25 年、東京在
住。パズル誌、携帯アプリ、社内報などに
問題を提供。2011年単行本「連番禁止ナ
ンプレ」（パブリック・ブレイン）出版。

ク ロ ス
ワ ー ド
パ ズ ル

タテのカギ
①キューピーみたい。パンツくらいはいて！
②国技はムエタイ
③地獄の大王。今日も舌抜きに大忙し
④ジブリアニメ「○○○のトトロ」
⑤ラップの芯の形
⑦着ない服は、タンスの何？
⑩鉄琴とちがいウッド製
⑪我と来て遊べや～の句に登場する鳥
⑫直下の国々は熱帯
⑬なぞなぞ「永久に完成しない果物は？」
⑭上旬は何日まで？
⑯アロハ！と首に

ヨコのカギ
①お子様ランチに、いろんな国の
③銭湯の目印？
⑥パリパリたくあん、この根菜
⑧ヒマワリの季節
⑨てんこ盛りともいう
⑪ネタとシャリのコラボ
⑬三枚目からは、滴らない
⑭期待にふくらむ胸のドキドキ
⑮シッポくるりん、七色変化の爬虫類
⑰アタリメの、海にいた頃
⑱顔の２ｍ以上先に鼻の穴！？
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