
2022年6月24日（金）ちゃんと 8

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／ 7月3日（日）①9
時30分～ 12時　②13時30
分～ 16時

休日開館

7月3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?

●対象／就学前の子と保護者・妊娠中の方　●とき／ 7月2日
（土）①9時30分～ 12時 ②13時30分～ 16時 ※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DAY
7月2日（土）

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、この日に支援センターに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。

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

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。

7・8月

●対象／就学前の子と保護者
●とき／ 7月21日（木）10時
30分～ 11時

今月は、エプロンシアターや大
型絵本などを図書館司書さん
が読んでくれます。

「おはなしだいすき♪」
図書館司書さんがやってくる !

7月21日（木）

●対象／就学前の子と保護者　
●とき／ 7月25日（月）～ 29
日（金）10時30分～ 11時30分　
●ところ／ちとせっここどもセ
ンタ―1F　お庭　●持ち物／濡
れてもいい服装と着替え、バスタ
オル、帽子、飲み物（水かお茶）

1週間毎日、お庭で水遊びがで
きます。申込み不要です。※当
日の気温により中止になる場
合があります。

水遊びweek

7月25日（月）～29日（金）

マタニティウイーク

7月11日（月）～15日（金）
ちとせっこセンターつどいの
広場を見学に来ませんか？ ド
リームキャッチャ―作りも楽
しめます（材料はこちらで準
備しています）。

●対象／就学前の子と保護者　
●とき／ 7月17日（日）①9
時30分～ 12時　②13時30
分～ 16時

7月17日（日）

休日開館

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

7月16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。

●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／ 7月16
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／乳幼児と保護者　●
とき／ 7月13日・20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。

7月13日・20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／ 7月8日・22日（金）
10時～ 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。

7月8日・22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)。

●対象／乳幼児と保護者　●
とき／7月13日（水）13時～
14時　●電話申込／7月4日
（月）～ 8日（金）12時～ 15
時

7月13日（水）

食育相談日（申込順）

離乳食や食事で困ったこと
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／ 7月5日・19日・26
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。

7月5日・19日・26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／こども園保育教諭　
渡辺　則子 氏　●対象／乳幼
児と保護者　●とき／7月15
日(金）10時～11時　●定員
／6組（抽選）　●電話申込／
6月27日（月）～7月1日（金）
12時～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／ 7月7日・14日・21
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。

7月7日・14日・21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／ 7月12日（火）11時～　
●申込／ 7月4日（月）・8日
（金）12時～ 15時

7月12日（火）

7月誕生会 (申込順 )

7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4日・11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4日・11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。

8月19日（金）

離乳食講座

管理栄養士による離乳食の進
め方の講話を行います。

●対象／内容に興味のある
方（妊娠中の方の参加も歓迎）　
●とき／ 8月19日（金）13時
30分～ 14時40分　●申込
／ 7月25日（月）・26日（火）　
●定員／ 12人（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）

●対象／乳幼児と保護者　●
とき／ 7月中の天気の良い日
にこども園の園庭で実施　●
持ち物／汚れても良い服装、ま
たは着替え等とタオル等　●
定員／ 6組（申込順）　●申込
／参加希望の方は、当日の利用
予約をお願いします。

7月中の天気の良い日

プチ講座「大きなキャン
バスに絵を描こう」

緑の芝生の上で、大きな紙に自
由に絵を描いてみませんか♪

●対象／乳幼児と保護者　●
とき／ 8月5日（金）10時～
11時　●定員／ 6組（抽選）　
●電話申込／ 7月19日(火 )
～ 22日(金）12時～ 15時

8月5日（金）

子育て講座「ボタニカル
アロマキャンドル」（抽選）

アリスの花壇の花で作ったド
ライフラワーを、アロマワック
スに入れてキャンドル作りを
します。

七夕の由来についてのおはな
し会です。申込不要。

●対象／就学前の子と保護者　
●とき／ 7月29日（金）11時
～ 11時30分

あそびの芽
～七夕おはなし会～
7月29日（金）

●対象／初めてママになる方
　●とき／ 7月11日（月）～15
日（金）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）
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【交通アクセス】

佐藤 大吾　 代表者 司法書士 佐藤 秀雄　司法書士

!  

tel.(0123)23-0374  fax.(0123)24-4096 https://www.satodh-office.jp/!


