
2023年3月24日（金） ちゃんと23

ちとせっこセンター　
千歳市花園4丁目3-1

℡40-1717、40-1727
（9時～17時30分）

①行ってみよう！ ちとせっこ
センター ～子育てコンシェ
ルジュもいるよ。
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、この日に来てみま
せんか？ 初来館の記念にお
子さんの手形をとったり、フ
ォトコーナーで写真を撮るこ
とができます。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／ 4月1日（土）①9時
30分～ 12時 ②13時30分
～ 16時

②休日開館
月に1回、日曜日も遊べるよ！
対象／就学前の子と保護者
とき／ 4月2日（日）9時30
分～ 12時 ②13時30分～
16時

③マタニティウイーク
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。
対象／初めてママになる方
とき／ 4月10日（月）～14日
（金）10時～ 11時
申込日／前日までにお電話
でお申し込みください。
申込先／つどいの広場℡
40-2105（9時30分～16時）

④赤ちゃんから始めるむし
歯予防講座
赤ちゃんの虫歯予防について
歯科衛生士がお話しします。
対象／ 11か月までの子の保
護者 ※託児はありません。
お子さんと一緒の参加にな
ります。

とき／ 4月21日（金）10時
30分～ 11時15分
定員／ 12人（申込順）
申込／ 4月10日（月）・11日
（火）

⑤ベビーマッサージ
講師／ラ・ナチュレ　小沼　
美幸 氏
対象／生後6か月までの子
と保護者
とき／ 4月22日（土）10時
～ 11時
定員／ 12組（抽選）
申込日／ 4月17日（月）・18
日（火）

⑥おはなしだいすき♪
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。
対象／就学前の子と保護者
とき／ 4月27日（木）11時
40分～ 12時

⑦離乳食講座
栄養士による離乳食の進め
方の講話です。
対象／離乳食のことを学び
たい方（妊婦さんも可）
とき／ 5月12日（金）13時
30分～ 14時40分
定員／ 12組（抽選）
申込日／ 4月27日（木）・28
日（金）

げんきっこセンター
千歳市新富1丁目2-14
℡26-2070、26-2080
（9時～17時30分）

①くりねずみのおはなし会
図書館司書さんの楽しい絵
本の読み聞かせ会です。
とき／ 4月12日（水）11時
～ 11時30分
対象／就学前の子と保護者

②チェキってデコってデビュ
ーDAY
げんきっこに初めて遊びに
来てくれた方は記念にチェキ
で写真を撮りデビューをお祝
い！ コンシェルジュが勤務し
ている日なので、初めての方
もリピーターも幼稚園やこど

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
とき／ 4月15日（土）①9時
30分～ 12時　②13時30
分～ 16時
※コンシェルジュへの相談
は事前にお電話をください。

③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
ぜひこの機会に遊びに来て
みませんか？
対象／就学前の子と保護者
とき／ 4月16日（日）①9
時30分 ～ 12時　 ②13時
30分～ 16時

④あそびの芽～こいのぼり
作り
こいのぼりを親子で作りま
しょう。
とき／ 4月24日（月）開館
時間中に作れます
対象／就学前の子と保護者

⑤2歳あ～つまれ♪
簡単な集団あそびなどをし
て楽しく過ごしましょう。
対象／ 2歳0か月～ 2歳11
か月の子と保護者
とき／ 4月25日（火）10時
～ 11時
定員／ 12組（初回の方優
先・抽選）
申込日／ 4月10日（月）・
11日（火）

⑥1歳あ～つまれ♪
同じ年齢の子で集まって楽
しく遊びましょう。
対象／ 1歳の子と保護者
とき／①5月11日（木）10
時～ 11時（1歳0か月～ 1
歳5か月の子と保護者）②
5月16日（火）10時～ 11時
（1歳6か月～ 1歳11か月
の子と保護者）
定員／各12組（申込順）
申込日／ 4月19日（水）・
20日（木）

⑦転勤してきた人あ～つま
れ♪
とき／ 5月24日（水）10時
～ 11時
対象／千歳市へ転入して3年
未満の就学前の子の保護者
定員／ 12人（申込順）
申込日／ 4月26日（水）・
27日（木）

アリスセンター
千歳市勇舞1丁目1-1
℡24-8341

（月～金：10時～15時）

〈3月・4月の休館日〉
3月31日（金）・4月3日（月）

①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／ 4月4日・18日・25日
（火）11時～

②足育の日
新しくバランスミニおやま、
ロープの平均台も登場！ 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／ 4月5日・19日・26日
（水）10時～ 12時

③リズムDEあ・そ・ぼ♪楽
器大好き！
色々な楽器に挑戦！遊びを通
して、音楽に触れてみません
か。ミュージックパット等珍し
い楽器を使ってみんなで演
奏してみましょう♪
対象／乳幼児と保護者
とき／ 4月6日・13日・20日・
27日（木）10時～ 12時

④ヒーリングDay
暖炉や焚火の映像、キャンド
ルの揺らぎ等、ゆったりとし
た雰囲気の中で過ごす日で
す。あなたも、一緒にリラッ
クスしませんか。
対象／乳幼児と保護者
とき／ 4月7日・21日・28日
（金）10時～ 15時

⑤はじまるよ～みんな大好
き♪ 紙芝居・大型絵本
みんなで一体感を味わえる、
紙芝居と大型絵本！ 歌や手
遊びも一緒に楽しみましょ
う。
対象／乳幼児と保護者
とき／ 4月10日・17日・24
日（月）11時～

⑥4月誕生会
4月生まれのお友達の誕生
会です。手形か足形のプレゼ
ントがあります。フォトスポット
で記念写真も撮れますよ♪
対象／乳幼児と保護者
とき／ 4月11日（火）11時～

⑦子育て講座「はじめてママ
講座　2回コース」（抽選）
赤ちゃんが生まれて初めて
ママになった方の講座です。
あなたも一緒に子育てしま
せんか♪1回目は「わらべう
たベビーマッサージ」、2回目
は「離乳食講座」です。
対象／第1子を子育て中の
親子（生後10か月の子と保
護者）
定員／ 10組
とき／①4月14日（金）10時
～ 11時 ②5月19日（金）10
時～ 11時
電話申込／ 4月3日（月）～
7日（金）12時～ 15時

⑧食育相談日
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／ 4月19日（水）13時
～ 14時

⑨おおきくなったかな～毎日
計測できます！
身長、体重を毎日自由に計る
事ができます。
対象／乳幼児
とき／毎日10時～ 15時
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千歳店千歳店
千歳市勇舞4-10-14千歳市勇舞4-10-14

https://www.merci-esthe.nethttps://www.merci-esthe.net Instagram▶Instagram▶

◀ホームページ◀ホームページ駐車場あり
【営業時間】火～土曜  10:00～18:00、第2・4・5日曜 10:00～17:00  
【定休日】毎週月曜、第1・3日曜、祝日
【営業時間】火～土曜  10:00～18:00、第2・4・5日曜 10:00～17:00  
【定休日】毎週月曜、第1・3日曜、祝日

TEL 0123-22-5811TEL 0123-22-5811完全予約制

メルスィ

10名様限定

ほうれい線
集中ケア

目の下のたるみ
くま集中ケア

二重アゴ
集中ケア

頬のたるみ
集中ケア

目元のしわ
集中ケア

口元のしわ
集中ケア

しわ・たるみ
集中ケア特集
エイジングケア シャープな

フェイスライン

お試し価格
1回60分

お試し価格1回

目元のたるみケア

（通常価格  15,000円）

脱毛コース

シミ対策コース 3,500円税 込

2,200円税 込

●ワキ●Vライン●V上ライン●Iライン
お好きな箇所1ヶ所お選び下さい。

好評 メンズ脱毛も施術してます
お気軽にお問合せください！

＊脱毛箇所は前日に剃って起こし下さい。当日のシェービングはご遠慮下さい。
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回
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▼

▼

▼

クレンジング 整 肌

ウォッシング

ハイドロスプラッュ
毛穴洗浄 シミ対策

美容液導入

3,500円税 込
5,800円税 込

施術1つ選んで
施術2つ選んで

日頃気になっているしわやたるみの
ポイント集中ケア企画です！

下記からお好きな施術をお選びいただけます。

春の特別企画


