
2022年10月28日（金）ちゃんと 16

からのお知らせ

千歳市子育て
支援センター

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。

11・12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）

●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/11月19日
（土）10時～ 15時

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。

コンシェルジュ
土曜日も相談Day
11月19日（土）

●対象/就学前の子と保護者　
●とき/11月20日（日）①9時
30分～ 12時 ②13時30分～
16時

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？

休日開館

11月20日（日）

●対象/生後6カ月までの子と
保護者　●とき/12月18日（日）
10時30分～ 11時30分　●定
員／ 12組（申込順）　●申込／
11月18日（金）～

赤ちゃんに行うマッサージです。
お子さんが安心感を得られ心が
安定し、身体の免疫力を高める
効果があると言われています。

12月18日（日）

休日♪ ベビーマッサージ

●対象／就学前の子と保護者　
●とき／ 11月6日（日）①9時
30分～ 12時 ②13時30分～
16時

第1日曜日に開館します。平日に
来られない方も、この機会にセ
ンターに遊びに来てみませんか。

休日開館

11月6日（日）

●対象／生後3カ月～ 8カ月の
子と保護者　●とき／12月2日
（金）・12月9日（金）・12月23
日（金）10時～ 10時45分　●
申込日／11月24日（木）・25日
（金）　●定員／各日12組（抽選）
※初回の方優先

月齢の近いお子さんやその保護
者と出会い、ゆるりとした時間
を過ごしませんか。

あかちゃんランド

12月2日・9日・23日（金）

●講師／ I.M.A art School noji 
氏　●対象／就学前の子の父
親　※お子さんの託児あり（要申
込）　●とき／12月3日（土）10
時～11時　●申込日／11月17
日（木）・18日（金）　●定員／10
組（抽選）

大切な人の似顔絵を描いてみま
せんか。

パパのアートなじかん

12月3日（土）

●対象／初めてママになる方　
●とき／ 11月21日（月）～ 25
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）

ちとせっこセンターの中にある、
つどいの広場を見学に来てみま
せんか？ 見学のあとは、ドリー
ムキャッチャ―作りができます。

マタニティウイーク

11月21日（月）～25日（金）

●対象／内容に興味のある方（妊
娠中の方も歓迎）　●とき／ 11
月29日（火）13時30分～ 14
時40分　●申込日／ 11月21
日（月）・22日（火）　●定員／
12組（申込順）

栄養士から離乳食の進め方につ
いて教えてもらいましょう。

離乳食講座

11月29日（火）

●対象／就学前の子と保護者　
●とき／ 11月22日（火）10時
30分～ 11時

あかちゃんも喜ぶ絵本の紹介や
大きな絵本の読み聞かせなどが
楽しめます。

おはなしだいすき♪
～図書館司書さんがやってくる！

11月22日（火）

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／1歳7カ月～就学前の子
と保護者　●とき・内容／11月9
日（水）新聞紙あそび他、11月16
日（水）身体をつかったあそび他、
11月30日（水）感触あそび他、い
ずれも10時～11時　●申込日／
11月1日（火）・2日（水）（初回の方
優先）　●定員／各日10組（抽選）

月齢の近いお子さんとその保護
者で集まり、一緒に遊びを楽し
みませんか。

わくわくランド

11月9日・16日・30日（水）

●対象／就学前の子と保護者・
妊娠中の方　●とき／11月5日
（土）①9時30分～ 12時 ②13
時30分～ 16時

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、この日にデビューをして
みませんか。初来館記念のフォ
トコーナーで写真を撮ったり、
子育てコンシェルジュに子育て
相談（要事前申込）ができます。

支援センターデビュー
DAY

11月5日（土）

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／ 12月5日(月) ～ 9日（金）　
①10時～10時45分 ②11時～
11時45分　●定員／各回6組ず
つ　●電話申込：11月28日（月）
～12月2日（金）12時～15時

12月5日(月)～9日（金）

クリスマスウィーク
（申込順）

フォトスポットやゲームなど、み
んなで一緒に楽しみましょう♪

●対象／乳幼児と保護者　●と
き／ 11月15日・22日・29日
（火）11時～

11月15日・22日・29日（火）

絵本のひろば

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／ 11月14日・21日・28日
（月）11時～

11月14日・21日・28日（月）

はじまるよ～みんな大好き♪
紙芝居・大型絵本

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／ 11月17日・24日（木）10
時～ 12時

11月17日・24日（木）

リズムDEあ・そ・ぼ♪ 
楽器大好き！

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
／11月8日（火）11時～

11月8日（火）

11月誕生会

11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♪ 手形か足形の
プレゼントもあります。

●対象／乳幼児　●とき／毎日
自由に計ることが出来ます。10
時～ 14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／乳幼児と保護者　●と
き／ 11月9日（水）13～ 14時

●対象／乳幼児と保護者　●と
き／11月4日・18日・25日（金）
10～ 14時

11月9日（水）

食育相談日

11月4日・18日・25日（金）

ヒーリングDay

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！

焚火の火の揺らぎ（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。

●対象/内容に興味のある方　
●とき/12月23日（金）10時
30分～ 11時15分　●定員／
12人（申込順）　●申込日／ 11
月28日（月）・29日（火）

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

12月23日（金）

歯と幼児食

●対象／乳幼児と保護者　●とき
／ 11月9日・16日・30日（水）
10時～12時

11月9日・16日・30日（水）

足育の日

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♪

 市立千歳市民病院 地域医療連携課
 ☎0123-24-3000（内線8138）

と き 11月12日（土）
 13時～14時
と こ ろ 市立千歳市民病院 2階 講義室
内 容  テーマ「皮膚のケアについて」
講 師 市立千歳市民病院 皮膚科 医師　山賀　三紗子

市立千歳市民病院からのお知らせ

問合せ

11月12日

市民健康講座 参加費無料、申込不要。直接会場へお越
しください（入口は正面玄関です）。参
加者はマスクの着用をお願いします。
感染拡大により中止となる場合は病院
ホームページで周知します。

しょうゆ・シーフード・カレー しょうゆ・シーフード・カレー 

 500円 500円
愛媛県産 他愛媛県産 他愛媛県産 他愛媛県産 他

（税込540円）（税込540円）

みかん詰め放題みかん詰め放題みかん詰め放題みかん詰め放題

100
kg限定

お1人様 1袋限り

※写真はイメージです

300
個限定

本体価格本体価格本体価格本体価格

各118円各118円（税別）（税別）

（税込128円）（税込128円）

（税別）（税別）

16:00 18:00

!

当店では、店内の消毒及びご来店のお客様がご利用いただける消毒液をご用意しております。
皆様が安心してご利用いただけるよう、ご理解とご協力をお願い申し上げます。

限定開催!限定開催!限定開催!限定開催!スーパーアークス千歳店スーパーアークス千歳店スーパーアークス千歳店スーパーアークス千歳店

ビッグハウス 千歳店 ※ビッグハウス恵庭店、アークス長都店では実施しておりません。【スーパーアークス 千歳店】 TEL.0123-26-6660
千歳市日の出1丁目(日の出大通沿)

当日は紹介した商品以外にもお得な
商品多数!!「夕方の市」のマークを探してね!

1袋1袋
10/30

日清日清日清日清

カップヌードルカップヌードルカップヌードルカップヌードル
お1人様合わせて6個限り

ゆうがたゆうがた

数量限
定 !
売切ご

免 !当店だ
けの
タイムサ

ービス
!


