
2022年11月25日（金）ちゃんと 10

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）

※年末年始の休館日
12月29日(木)～1月3日(火) ●対象/就学前の子と保護者　

●とき/12月1日（木）①9時
30分～ 12時 ②13時30分～
16時

親子で制作を楽しみましょう。

あそびの芽～クリスマスの飾りを
作ってセンターを飾ろう！
12月1日（木）

●対象/就学前の子と保護者　
●とき/12月18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

12月18日（日）

●対象/就学前の子と保護者　
●とき/12月12日（月）～ 16
日（金）①11時30分～ ②15時
30分～

クリスマスの雰囲気を皆で楽し
みましょう。

12月12日（月）～16日（金）

クリスマス♪ みんなで
Happy Week ！

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。

12・1月

●対象／就学前の子と保護者　
●とき／ 12月4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

12月4日（日）

●対象／初めてママになる方　●とき／12月5日（月）～9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、受付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してみません
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

12月5日（月）～9日（金）

●対象／就学前の子と保護者　
●とき／ 12月21日（水）11時
40分～ 12時

あかちゃんから楽しめる大きな
絵本の読み聞かせなどを行いま
す。

おはなしだいすき♪

12月21日（水）

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）

※年末年始の休館日
12月29日(木)～1月3日(火)

●対象／就学前の子と保護者　
●とき／ 12月12日（月）～ 16
日（金）①11時30分～ ②15時
30分～

クリスマスの雰囲気をみんなで
楽しみましょう。

クリスマス♪ みんなで
Ｈappy Week ！

12月12日（月）～16日（金）

●対象／就学前の子と保護者・妊娠中の方　●とき／12月10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

12月10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）

※年末年始の休館日
12月29日(木)～1月3日(火)

●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／ 12月20日・27日（火）11
時～

12月20日・27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／ 12月12日・19日・26日
（月）11時～

12月12日・19日・26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／ 12月15日・22日（木）10
時～ 12時

12月15日・22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
／12月13日（火）11時～

12月13日（火）

12月誕生会

12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／12月21日（水）13～14時

●対象／乳幼児と保護者　●と
き／ 12月16日・23日（金）10
時～ 12時

12月21日（水）

食育相談日

12月16日・23日（金）

プチ講座「ヒーリング
Day&編み物2回コース」

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！

暖炉の火を囲みながら、ゆった
りと編み物をしませんか。

●対象/生後11カ月までの子の
保護者　●とき/1月27日（金）
10時30分～ 11時15分　●定
員／ 12人（申込順）　●申込日
／ 12月20日（火）・21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。

1月27日（金）

あかちゃんから始める
むし歯予防講座

●対象／乳幼児と保護者　●とき
／12月21日（水）10時～12時

12月21日（水）

足育の日

新しくバランスミニおやまや
ロープの平均台も登場！ 凹凸の
あるマット等を踏んで、足裏を
刺激し足育しませんか♪

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。

《office》 千歳市幸町6丁目14番地9 リーガルオフィスビル2F（駐車場完備）

tel.(0123)23-0374   fax.(0123)24-4096 https://www.satodh-office.jp/まずはお電話ください! ホームページ

簡裁訴訟代理・訴状・強制執行裁　判不動産登記、商業・法人登記・相続 等登　記 公正証書・遺言・内容証明・供託
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