
2022年5月27日（金）ちゃんと 24

6・7月 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。

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。

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/就学前の子と保護者
　●とき/6月5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。

休日開館

6月5日（日）
第1日曜日に開館します。平日に遊び
に来られない方も、ぜひこの機会に
センターに遊びに来てみませんか?●講師/斉藤　恭香さん　●

対象/妊娠中の方、就学前の子
の保護者　※保育が必要な方
はお申し出ください　●とき
/6月21日（火）10時～ 11時　
●申込/6月1日（水）、2日（木）　
ちとせっこセンター　つどいの
広場　☎40-2105（9時30分
～16時）　●定員/5人（抽選）

初夏のお花をたのしみましょう！ 
子育て中のママが講師の講座です。

市民協働　link ～つなぐ
主催　ママ講座
6月21日（火）

●対象/就学前の子と保護者
●とき/6月10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♪

6月10日（金）

●講師/宮本　昌子さん　●
対象/就学前の子と保護者　
●とき/6月29日（水）10時
～ 11時　●申込/6月20日
（月）・21日（火）

頑張りすぎない運動をお子さん
と一緒に体験してみませんか?

親子でストレッチ講座

6月29日（水）

●講師/渡部　智佳子さん●対
象/妊娠中のご夫婦（1人での参
加も可）、祖父母の方など 　●
とき/7月3日（日）10時～11
時　●申込/6月22日（水）・23
日（木）ちとせっこセンター　つ
どいの広場　☎40-2105（9時
30分～16時）　●定員/5組
（申込多数の場合は抽選）

市民協働　link ～つなぐ
主催　妊婦講座
7月3日（日）

赤ちゃんのお世話や、家族の
サポートについて講話します。

●対象/1歳7か月～就学前の子と保護者　※連続講座ではあ
りません。ご希望の日程を選び申込みをしてください!　●とき
/①7月6日（水）新聞紙あそび他 ②7月14日（木）身体をつかっ
たあそび他 ③7月20日（水）感触あそび他　いずれも10時～
10時45分　●申込/6月22日（水）・23日（木）　●定員/各
10組（申込多数の場合は抽選）

わくわくランド

7月6日（水）・7月14日（木）・7月20日（水）
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?新聞紙あそびや、身体をつかったあそび、感触あ
そびなどを楽しみます。

●対象/就学前の子と保護者
が対象です。　●とき/6月
19日（日）①9時30分～ 12
時　②13時30分～ 16時

6月19日（日）

休日開館

6月11日（土）

コンシェルジュ
土曜日も相談Day

幼稚園やこども園のこと、育
児のことなど何でも相談でき
ます。

第3日曜日に開館します。平
日遊びに来られない方も、ぜ
ひこの機会に遊びに来てみま
せんか?

●対象/就学前の子の保護者、
妊娠中の方 ※事前にお電話を
ください。　●とき/6月11
日（土）10時～ 15時

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）

●対象/就学前の子と保護
　●とき/7月11日（月）9時
50分～ 11時10分　※雨天
中止　●場所/ちとせっこセ
ンターに集合し、サケのふるさ
と千歳水族館まで歩きます。　
●申込/6月27日（月）、28日
（火）　※申込多数の場合は抽
選

サケのふるさと千歳水族館まで
お散歩AND見学ツアー

7月11日（月）
サケのふるさと千歳水族館を
見学しましょう。

●対象/初めてママになる方
　●とき/6月13日（月）から
18日（土）10時～ 11時　●
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）

マタニティウイーク

6月13日（月）～18日（土）
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?「ドリームキャッ
チャ―作り」も楽しめます。

●対象/乳幼児と保護者　●
とき/6月15日・22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。

6月15日・22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♪

●対象/乳幼児と保護者　●
とき/6月15日（水）13時～
14時　●申込/6月6日（月）
～ 10日（金）12 ～ 15時（電
話申込）

6月15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　●
と き/6月14日・21日・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。

6月14・21・28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6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。

6月6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7日（火）11時～　
●申込/5月30日（月）～ 6
月3日（金）12時～ 15時

6月7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23日（木）10時～ 11
時　（雨天時 ①10時～ 10時40分 ②11時～ 11時40分)　
※雨天の判断は、AM9時にホームページでお知らせ致します。　
●定員/10組（雨天時は5組×2回）　●持ち物/ヨガマットま
たはバスタオル、飲み物、帽子　●申込/6月6日（月）～ 10
日（金）12時～ 15時（電話申込）

6月23日（木）

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、ヨガでリラックスし
ませんか♪(雨天時は、室内で2回に分けて行います。)

●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。

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/7月15日（金）10時～
11時　●申込／ 6月27日
(月) ～ 7月1日(金)12～ 15
時 

7月15日(金)

子育て講座
「どうするイヤイヤ期」（抽選）

どの子にもやってくるイヤイ
ヤ期。みんなで一緒に乗り切
りましょう。

●対象/乳幼児と保護者　●
とき/6月9日・16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。

6月9日・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。

7月2日（土）

パパとmini 運動会

パパとお子さんと一緒に楽し
い時間を過ごしましょう。

●対象/就学前の子と父親（家
族での参加も歓迎）　●とき
/7月2日（土）10時～ 11時　
●申込/6月6日（月）～　●
定員/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
6月 13日・20日（月） ●対象/乳幼児と保護者　●と

き/6月10日・24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。

6月10日・24日（金）

ヒーリングDay

焚火（1/f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)。

子育て施設の紹介をします。
また、助産師と一緒に妊婦さん
同士の交流をしましょう。

●講師/マナ助産院　木戸晶子
氏　●対象/妊娠中の方（初め
てママになる方）　●とき/7
月6日（水）10時～ 11時　●
申込/6月17日（金）～　●定
員/10人（申込順）

プレママカフェ
～赤ちゃんを迎える準備を楽しもう～

7月6日（水）

歯科衛生士が赤ちゃんの虫歯
予防についてお話しします。

●対象/11か月までの子の保
護者　●とき/7月15日（金）
10時30分～ 11時15分　●
申込/6月23日（木）・24日
（金）　●定員/12人（申込順）

あかちゃんから始める
むし歯予防講座
7月15日（金）




