
2022年4月29日（金）ちゃんと 22

5月21日（土）

コンシェルジュ土曜日も
相談Day

ちとせ子育てコンシェル
ジュに土曜日も相談でき
ます。

●対象／就学前の子の保護
者　●とき／５月21日（土）
10時～ 15時　●申込／事
前にお電話をください。

6月15日（水）

ベビーマッサージ

赤ちゃんに行うマッサー
ジです。赤ちゃんの気持
ちが安定し身体の免疫力
を高める効果があるとい
われています。
●講師／マナ助産院　木戸晶子氏　
●対象／6か月までの子と保護者　
●とき／６月15日（水）10時～
11時　●申込／５月23日（月）・
24日（火）　●定員／８組（申込順）

6月28日（火）

歯と幼児食

歯科衛生士と管理栄養士
による子どもの虫歯予防
と食事についての講話

●対象／内容に興味のある方　
●とき／６月28日（火）10時
30分～ 11時15分　●申込／
５月26日（木）・27日（金）　●
定員／ 12人（申込順）

6月29日（水）

簡単♪セルフケア講座～自宅
でできる癒しのマッサージ

自宅でできるフットケア方法と
眼精疲労のケアの紹介とお子さ
んへのマッサージも簡単に紹介
します。
●講師／ハワイアン　ロミロミ　
リプム　Eri氏　●とき／６月29
日（水）10時～11時　●対象／就
学前の子の保護者　●申込／５月
30日（月）・31日（火）　●定員／
10人（申込順）　※膝までまくれる
服装、長めのハンドタオル、水かお
茶の飲み物をご持参ください。

6月8日（水）

企業連携ぷちゼミ～お家で美
容室～」提供：すみれ美容室

お子さんの前髪の切り
方などを学びます。

●対象／就学前の子の保護
者　●とき／６月８日（水）
10時～ 11時　●申込／５
月18日（水）～　●定員／
10人（申込順）

●対象／乳幼児と保護者　●
とき／ 5月18日(水)13時～
14時　●申込／5月9日（月）
～13日（金）12時～15時

●対象／乳幼児と保護者　
●とき／5月24・31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。

5月18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！

5月24日・31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。

●講師／水車通りはりきゅう整
骨院　院長：真船　創 氏、真船　
翠 氏　●対象／乳幼児と保護者　
●とき／ 5月25日(水)　10時
～ 11時　●定員／ 5組（抽選）　
●申込／ 5月12日 (木 ) ～ 17
日（火）12～ 15時

5月25日（水）

子育て講座「自分で
できる骨盤ケア」(抽選 )

骨盤についてのお話と自分
でできるケア法を教えて頂
きます。

●対象／乳幼児と保護者　
●とき／ 5月10日(火 )11
時～　●申込／5月6日(金)
まで　12時～15時

5月10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11日・18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。

●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　●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11・18日（水）

足育の日（申込順）

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♪

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／乳幼児と保護者　
●とき／ 5月2日・30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2日・30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13日・27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。

5月13日・27日（金）

ヒーリングDay

焚火の映像（1/ｆ揺らぎ）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12日・19
日・26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。

5月12日・19日・26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。

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】5月23日（月）
【午前休館日】5月9日（月）
※雨天時は17日（火）に変更

千歳市子育て
支援センター
からのお知らせ
各センターに直接問合せお申込ください

5･6月

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。

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）

●対象／生後9か月～１歳半の子
と保護者　●とき／6月8日（水）・
15日（水）・22日（水）いずれも
10時～10時45分　●申込／５
月24日（火）・25日（水）各定員
10組（抽選）　※申込み多数の場
合は、初参加の方が優先。

１回完結型！ 各回申込制！同じ
くらいの月齢のお子さんで集まっ
て、一緒に遊びを楽しみません
か？ 子育ての情報交換ができる
座談会も予定しています。

「にこにこランド」

6月8日・15日・22日（水）

●講師／【バイオリン演奏】野村　聡 
氏【ピアノ演奏】野村　三奈子 氏●
対象／就学前の子と保護者　●とき
／ 5月19日（木）10時～ 40分程度　
●申込／ 5月12日（木）・13日（金）　
●定員／ 12組（抽選）

目で見て聴いて、音楽の楽しさを親子で
体験してください！生演奏楽器はピアノ
とバイオリンです。本格演奏なので大人
のみなさんも楽しめますよ！

音楽 LIVE

5月19日（木）

●対象／就学前の子と保護者　●とき／
５月27日（金）10時～ 10時20分　※
館内が混み合っている場合には、入館を
お断りすることがあります。館内の混雑
状況に不安のある方は、来館前にお問い
合わせください。

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♪

5月27日（金）

●対象／就学前の子と保護者　
●とき／ 5月31日（火）10時
から10時45分まで　※雨天中
止　●ところ／センター 1階、お
庭　●申込／5月26日（木）・27
日（金）（申込順）

春はシャボン玉遊びをします。
シャボン玉を追いかけて広い
お庭を走ったり、外の空気を思
いっきり味わって戸外遊びを楽
しみませんか？

季節の遊びをたのしもう！

5月31日（火）

●対象／乳幼児の子の保護者（お子さん
と一緒の参加になります）　●とき／ 5
月17日（火）13時30分～ 14時40分　
●申込／ 5月9日（月）・10日（火）●定
員／ 10組（申込順）

栄養士が離乳食の進め方を教え
てくれます。

離乳食講座

5月17日（火）

5月15日（日）

休日開館

就学前の子と保護者が対
象です。

●対象／就学前の子と保護
者　●とき／５月15日（日）
9時30分～12時、13時30
分～16時

5月18日（水）

あそびの芽～あかちゃん
とほっこりタイム～

親子でほっこりスキン
シップあそびをしましょ
う。

●対象／11か月までの子と
保護者　●とき／５月18日
（水）11時～11時30分

6月14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みにつ
いてのお話を聞き登録ができ
ます。

●対象／就学前の子の保護者、
妊娠中の方　●とき／６月14日
（火）10時～ 11時　●申込／５
月16日（月）・17日（火）　●定
員／ 10人（申込順）

●対象／妊娠中の方　●とき／5
月9日（月）～13日（金）10時～
11時　※毎月実施予定　●申込
／前日までにお電話でお申し込み
ください。　つどいの広場 ☎ 40-
2105　９時30分～16時

妊娠中に「ちとせっこセンター
つどいの広場」の見学をして
みませんか？館内の見学と「ド
リームキャッチャー作り」も
楽しめます。

マタニティウイーク

●対象／就学前の子と保護者　
●とき／５月１日（日）①9時
30分～ 12時　②13時30分～
16時　※館内が混み合っている
場合には、入館をお断りするこ
とがあります。館内の混雑状況
に不安のある方は、来館前にお
問い合わせください。

月に１回、日曜日も遊べるよ！

休日開館

5月1日（日）

●内容／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。　●対象
／就学前の子と保護者・妊娠中
の方　●とき／５月14日（土）
※相談がある方は事前にお電話
でご連絡ください。

支援センターデビューして
みませんか？

支援センターデビュー
DAY

5月14日（土） 5月9日（月）～13日（金）

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）




